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外傷性脳損傷，病歴　95
外性器，女性器　594
外反変形，膝　670
咳嗽，rales（ラ音）　399
顔
─，性毛　196
─ の毛　196
─ の表情，医療面接　39

角化症　187
角度計，関節診療　661
角膜　248
─ の混濁　269

角膜下顎反射　699
角膜後面沈着物　269
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拡張後期ペースメーカー音　458
拡張早期
─，心音　458
─ の時間間隔　458

拡張早期 tumor plop　458
拡張早期開放音　458
拡張早期開放音，心音　458
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核間性眼筋麻痺，両側の　691
覚醒昏睡　780
確定診断　17
楽音様雑音，心雑音　453
顎下リンパ節　216
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関節
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眼球結膜　247
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眼球突出　240
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眼球浮き運動　696
眼球彷徨　781
眼瞼　238
─，眼の診察　238
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眼瞼結膜　247
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眼性仮病　235
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眼底検査　263

眼杯の陥凹　275
─，緑内障　275

眼ヒストプラズマ症　288
顔面痛　232
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キャンベル徴候　354
キューピッドの弓，腹部診察　553
ギーディオン症候群　630
ギラン−バレー症候群　770
気管　354, 375
─ の視診　354
─ の触診　354, 377
─ の打診　355
─ の聴診　355

気管呼吸音　392
気管支過敏性，wheeze　396
気管支呼吸音　392
気管支声　402
気管内挿管チューブ　391
気胸　385
─，打診　385

気道閉塞，検査　412
奇異性呼吸　372
奇異性分裂，心音　442
奇異性壁運動，心室の　430
奇形性嚥下困難　509
奇脈　148
─，医療記録　119
─，偽陰性　150
─，診察方法　149
─ の原因，異常な　150

既往歴　93
─，医療記録　116

帰無仮説，臨床推論　810
記憶障害の検査，器質性脳症候群　47
記録　105
─，医療面接　36
─ すること，医療面接　36

起座呼吸　129
起立性低血圧　145, 146, 766
基底細胞がん　184
─，眼　238

寄生虫妄想，皮膚　193
規則性のある不整脈　153
規則的な頻脈　153
器質性精神障害，医療面接　42
器質性脳症候群
─，医療面接　42
─ の検査　43

機器の管理，血圧計　136
機能性雑音，心雑音　454
偽耳鳴，主訴　90

偽滲出斑
─，網膜　288
─，網膜上の光点　288

偽性アテトーゼ　722
偽性眼振　244
偽性奇異性分裂，心音　443
偽性高血圧　151
偽性低血圧　151
偽性乳頭浮腫，検眼鏡所見　273
偽性脾腫　571
偽装患者，医療面接　55
偽ドゥルガー症候群，主訴　84
偽 Meigs 症候群　609
偽メグズ症候群　609
偽網膜色素線条　277
偽陽性　19
喫煙者顔　224
逆奇脈　150
逆腸腰筋試験　562
逆転移，医療面接　59
逆転膝反射　746
虐待歴　98
丘疹，くぼみのある　191
丘疹結節型黄色腫　189
丘疹落屑性発疹　584
丘疹鱗屑性の皮疹　180
吸引反射　753
吸気，心雑音　460
吸収不良時の便，主訴　86
急峻な Y 谷　543
急性陰囊の原因　584
急性化膿性睾丸炎　588
急性眼窩偽腫瘍　241
急性眼窩腫脹　241
急性器質性脳症候群
─，医療面接　43
─，妄想　791

急性喉頭蓋炎　342
急性錯乱状態，医療面接　43
急性胆囊炎　573
急性副睾丸炎　588
急性閉塞隅角緑内障　255
急速眼球運動，不随意　245
球海綿体反射　754
嗅覚　327
─，口腔の　331

嗅覚異常　328, 702
嗅覚消失　328
─ の原因　328

巨舌症　332
巨大 A 波　542
─，静脈拍動　542

共同運動　737
共同注視の麻痺　694
共同偏位　694
協調運動　726
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─，神経診察　726
狭心痛，主訴　79
恐怖症　792
胸音　403
胸郭　369
─ の形　369
─ の変形　370

胸郭拡張障害　371
胸郭出口症候群　509, 675
胸郭の拡張　371
─ の触診　377

胸筋反射　745
胸骨圧迫　489
胸骨中線，PMI の位置　428
胸水　416
─，打診　384
─，臨床検査　847

胸水貯留を診断する身体手技　417
胸椎　657
胸痛，主訴　79
胸部　369
─ の視診　369
─ の打診　379, 382
─ の打診に適した体位　382
─ の打診の目くらまし　385
─ の聴診　390

胸部 X 線の役割　420
胸部大動脈瘤　513
胸部不快感，主訴　79
胸部連続性雑音の鑑別診断　455
胸壁の触診　376
胸膜心膜摩擦音　457
胸膜摩擦音　401
強制呼気時間　412
強直性脊椎炎　658
強度，心雑音　453
強迫観念　792
強皮骨膜症　206
強皮症　223, 623
─，顔貌　223

強膜　245
─ の黄疸　245

強膜炎　246
恐怖症　792
頰粘膜　337
頰部紅斑　225
鏡試験，眼　235
業界用語，医療面接　57
局所の筋性硬直，腹部　556
極めて高い熱　165
近位部爪甲下爪真菌症　205
筋強直性ジストロフィー　644
筋緊張　735
筋緊張症　644
筋骨格系　642

筋骨格系疾患
─ の身体診察　649
─ の病歴　649

筋ジストロフィー　643
筋疾患　642
筋水腫　644
筋性防御　557
筋肉
─ の圧痛，びまん性の　643
─ の膨隆　645

筋力テスト　652
緊張性尿失禁，主訴　90
銀線化，網膜　283

く
クインケ徴候　467
クヴォステク検査　740
クールヴォアジェの法則，黄疸　574
クスマウル（1822〜1902 年）　149
クスマウル呼吸　161
クスマウル徴候　536
クッシング症候群，顔貌　223
クッシングの 3 徴，頭蓋内圧亢進　 

 779
クモ状血管腫　175
クモ膜下出血
─，頭痛　772
─，脳脊髄液の検査　847

クモ指　631
クモ指症　630
クララ・バートン（1821〜1921 年）　

 222
クリオグロブリン，臨床検査　837
クリッペル−フェイュ症候群，頸部　 

 349
クリトリス　595
クリトリスインデックス　595
クルヴェイエ−バウムガルテン雑音，

腹部　561
クレッシェンド−デクレッシェンド，

心雑音　449
クローヌス　752
─，顎　752
─，足　752

グラスゴー・コーマ・スケール　778
─，頭部外傷　778

グラデニーゴ症候群　228
グラム染色　846
グリフィス徴候　240
グルタミン酸ナトリウム，食歴　101
グレーアム・スティール雑音　480
グレーヴス病，眼　240
グロッコ三角，打診　385
くぼみ
─，爪の　203
─，爪の異常　203

─ のある丘疹　191
くる病　646
くる病数珠　646
くるぶし反射　747
駆出性クリック　457
駆出性雑音，心雑音　450
空気塞栓，心音　458
空気伝導　316, 317
空気捉え込み現象　371
空想と付き合うこと，医療面接　64
空洞呼吸音　400
空洞性の呼吸　400
草刈り歩行　718
口尖らし反射　753
口の開口部　331
黒い舌　333

け
ケアリー・クームズ雑音　479
ケトアシドーシス　838
─，臨床検査　838

ケブネル現象　195
ケルニッヒ−ラゼーグ徴候　714
ケロイド体質　191
ケンタッキー，心音　445
ゲーテ（1749〜1832 年）　105
ゲルストマン症候群　768
毛　196
─，足の　197
─，腋窩の　197
─，顔の　196
─，恥骨の　197

下疳性潰瘍　581
下血，主訴　86
下水臭
─，口臭　345
─，呼気臭　345

計算力の検査，器質性脳症候群　46
蛍光，皮膚　174
痙性斜頸　723
稽留熱　165
稽留流産　608
頸静脈の観察，静脈圧　530
頸静脈怒張　539
頸静脈拍動　540
─ の論理的フローチャート　544

頸椎　653
頸椎孔圧迫試験　654
頸椎症　656
頸椎損傷，交通事故による　654
頸動脈　496
─ の視診　496
─ の触診　496, 498

頸動脈圧迫　499
─，血管性頭痛における　502

頸動脈エコー　501
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頸動脈雑音　499
頸動脈疾患と脳卒中　500
頸動脈触診　498
─ の不均衡　498

頸動脈振動　498
頸動脈スリル　466
頸動脈洞圧迫　503
─ による不整脈の鑑別診断　503

頸動脈洞過敏症候群　507
頸動脈洞失神　505
頸動脈洞反射　502, 505
─，左脚ブロックにおける　505
─ の治療的応用，肺水腫における　
 505

頸動脈マッサージ　503
頸部　349
─ での心音聴診　499

頸部血管雑音の聴診　499
頸部雑音，連続性　499
頸部静脈コマ音　544
頸部静脈雑音　544
頸部リンパ節　215
鶏歩　718
欠損症　279
─，網膜　279

血圧
─，バイタルサイン　135
─，医療記録　118
─ のばらつき　140
─ への影響，さまざまな物質の　
 140

血圧計
─，選び方　3
─ のカフ　136
─ の調整　137

血圧測定
─，アーチファクト　151
─，膝窩動脈における　522
─，静脈壁の硬さによる影響　151
─，心房細動における　147
─ に関する他の変動因子　152

血液
─，臨床検査　829
─ の生成成分　832

血液凝固試験　831
─，臨床検査　831

血液塗抹標本の作り方　832
血管
─ の奇形，鎖骨下動脈　509
─ の診察，医療記録　121

血管雑音
─，頭部の聴診　229
─，腎動脈疾患による　517

血管性インポテンツ　516
血管性雑音
─，腸蠕動音　561

─，腹部　561
血管性耳鳴り　508
血管性頭痛における頸動脈圧迫　502
血管性認知症　786
血管迷走神経性失神　544
血気胸　412
血小板，臨床検査　835
血漿　836
血性の分泌，乳房　364
血清　836
血栓　546
血栓症　546
血栓性静脈炎の臨床徴候　546
血餅退縮　831
血流雑音，心雑音　450
結晶，尿の検査　843
結節，上肢　621
結節型黄色腫　189
結節性硬化症　188
結節性紅斑　634
結腸直腸がんのスクリーニング　619
結膜　247
結膜浮腫　247
月経異常，主訴　89
煙のないタバコの病変　341
─，口腔　341

肩甲上腕反射　743
肩鎖関節の特別な診察方法　663
肩手症候群　665
肩痛の鑑別診断　665
健忘症，医療面接　42
検眼鏡　263
─ の使い方　264

検眼鏡検査のルーチン　268
検眼鏡所見　269
検査データ，医療記録　123
検査の手順，眼　234
検査後確率　15
検査前確率　15
腱型黄色腫　190
腱索断裂　473
─，僧帽弁閉鎖不全症　473

腱損傷　668
腱反射用ハンマー，選び方　5
顕微鏡検査　842
─，尿　842

幻覚　788
言語の選択，医療面接　34
言語領域
─，神経診察　712
─，脳　712

限局性の色素沈着　172
原始反射　752
原発性甲状腺機能低下症　223
─，顔貌　223

現病歴　71

─，医療記録　114

こ
コインテスト
─，聴打診法　410
─，胸部の聴打法　410

コープ腸腰筋試験　562
コープ法　558
コッヘルテスト　355
コプリック斑　340
コリガン脈　466, 497
コレ−シカール症候群　708
コロイド小体，検眼鏡所見　274
コロトコフ（1874〜1920 年）　135
コロトコフ音　141
コンソリデーション　405, 415, 484
コンドームの使用　597
コンプライアンス　9, 62
─，医療面接　62

ゴードン検査，反射　751
ゴム腫，鼻　323
ゴルフ肘　666
ごまかそうとする患者，医療面接　61
小刻み歩行　718
呼気臭　344
固視眼振　244
固定姿勢保持困難　716
固定性分裂，心音　443
固有感覚　757
呼吸
─，バイタルサイン　159
─，医療記録　119

呼吸音
─，外傷患者における　392
─，頭部の聴診　230
─ の強弱，聴診　390
─ の表記，医療記録　120

呼吸音減弱，聴診　390
呼吸困難を訴える患者，姿勢と体位　 

 129
呼吸数　159
呼吸性運動，腹部　554
呼吸パターン　160
股関節　668
─ の内旋検査　669

虎紋状眼底　277
孤立性失語　713
個人的な質問をする患者，医療面接　 

 60
鼓音，打診　386
鼓膜　311
─，視診　311
─ の可動性　313
─ の可動性障害，小児　313
─ のランドマーク　311

口蓋　337



索引 863

口蓋欠損　337
口蓋垂　342, 707
─  の状態，さまざまな疾患におけ

る　707
口蓋浮腫　337
口蓋隆起　337
口蓋裂症候群　331
口角炎　332
口腔　330
─ の嗅覚　331
─ の視診　330
─ の触診　331
─ の診察　330
─ の打診　331

口腔温　162
口腔がん　341
口腔乾燥症　339
口腔粘膜の色素沈着　337
口臭　344
口唇　331
口内炎
─，アフタ性　340
─，接触性　340

口内炎，薬物性　340
口輪筋反射　699
甲状腺　350
─ の視診　350
─ の触診　350
─ の聴診　352

交感神経運動機能障害症候群　766
交互脈　155, 498
交叉現象，眼の身体診察　280
交叉性 Babinski 反射　751
交叉性伸展反射　752
交叉性バビンスキー反射　751
交代性呼吸　372
交通事故による頸椎損傷　654
交絡症例　792
光線皮膚炎　183
─ の分類　182

向精神薬，尿の検査　842
向精神薬過量服薬
─，尿　842
─ に対しての Forrest 試薬　842

好酸球絶対数　834
好酸球増加症　834
抗レトロウイルス治療，全身状態　 

 132
肛門鏡　618
肛門周囲の斑状出血　616
肛門瘙痒症　615
肛門反射　754
後下小脳動脈症候群　769
後傾共同運動　739
後脛骨神経　682
後脛骨動脈　522

後頸リンパ節の診察方法　215
後索徴候　726
後頭リンパ節　216
後頭リンパ節腫脹　216
後部腎動脈の雑音　520
後網膜硝子体剝離　297
後彎　657
後彎症　370
紅斑　173
紅斑症，口腔　341
虹彩　256
虹彩炎　251
虹彩血管新生　253
高血圧　140
高血圧症
─，カフ　142
─，本態性　142

高血圧性緊急症に関連する疾患　148
高血圧性網膜症　298
高次神経機能由来の感覚異常　763
高心拍出状態　145
高揚した感情，神経診察　793
高齢患者
─ に対するアプローチ，医療面接　
 49
─ の瞳孔　263

高レニン高血圧　144
航空機，血栓症　546
絞扼症候群　683
絞扼性神経障害，筋骨格系　675
喉頭　344
喉頭蓋　342
喉頭蓋炎　343
硬化性萎縮性苔癬　600
硬化性苔癬　598
硬化部位　484
硬性下疳　604
硬性肛門鏡　619
硬性白斑　288
─，網膜　287
─，網膜上の光点　287

硬直，神経診察　716
硬膜下血腫　779
項部硬直　714
項部菱形皮膚　187
構音障害　711
構築性脊柱側彎症　657
睾丸　586
─ の大きさ　587

睾丸炎　588
睾丸腫瘤　587
睾丸捻転　588
強姦，女性器　599
膠原病　622
声のトーン，医療面接　38
氷水検査，心膜疾患における　849

黒色腫
─，眼　291
─，網膜　291

黒色表皮腫　190
黒人の透視法　231
黒斑，網膜　290
骨　646
骨奇形　647
骨形成不全症　646
骨性外骨腫　311
骨折，手関節　667
骨相学の歴史　222
骨伝導　316, 317
骨軟化症　647
骨盤底の協調運動障害　617
骨変形，上肢　625
言葉のサラダ　711
昏睡　777, 780
昏睡状態
─，遷延した　780
─ の患者における瞳孔診察　261

昏迷　777
混合試験　831

さ
サイエンス，身体診察の　6
サクランボ赤色斑　297
─，眼　297

サクランボ色血管腫　190
サッケード　244
サブカルチャー，医療面接　57
サプリメント，薬歴　99
サリチル酸塩中毒，臨床検査　836
サルコイドーシス　198
─，網膜所見　289
─ の眼所見　289

ささやき胸声　403
左外頸静脈の選択的拡張　540
左脚ブロック
─，心音　439
─ における頸動脈洞反射　505

左室拡大　434
左室拡張末期容積　433
左室心筋重量　433
左室肥大
─，PMI の位置　428
─，心音　439

左上腹部の雑音　520
差異チアノーゼ　173
詐熱　163
詐病，医療面接　55
避けるべき表現，医療記録　116
鎖骨下動脈　509
鎖骨上リンパ節　216
鎖骨中線，PMI の位置　428
鎖骨動脈スチール症候群　507
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再発性多発軟骨炎　310
砕石位　594
細菌性腟症　605
細動脈
─ の蛇行，網膜　284
─ の光に対する反射の変化　283

細動脈血柱の限局性狭細化，網膜　 
 284

細動脈硬化の病理学的細分割　279
細動脈硬化症　299
─，検眼鏡所見　279

催吐反射　707
臍周囲過共鳴，腹水　565
臍周囲リンパ節　218
錯語　712
錯眠，主訴　91
錯乱状態
─，医療面接　42
─ の患者，医療面接　42

匙状爪　204
雑音の最強点　452
猿線　627
猿様しわ　627
三尖弁，聴診箇所　438
三尖弁狭窄症　483
三尖弁閉鎖不全症　481
三頭筋反射　743
散瞳　267

し
シーソー眼振　732
シェイクスピア（1564〜1616 年）　574
シェッツ眼圧計　255
シグマの法則　813
─，臨床推論　813

システムレビュー，医療記録　118
シデナム舞踏病　720
シャーガス病　239
シャルコー・マリー・トゥース病　 

 643
シャーロック・ホームズ　809
シュードモナス
─，口臭　346
─，呼気臭　346

シュウ酸カルシウム結晶，尿の検査　 
 843

シュテルワーク凝視　240
シュテルワーク徴候　240
シュミット症候群　708
シュワーバッハ試験　318

「ショットガン」方式，臨床推論　820
シリアックス法　659
シルマー涙液分泌検査　237
ジェームズ・ガーフィールド（1831〜

1881 年）　222
ジェーンウェー病変　628

ジエチルスチルベストール　601
ジギタリス中毒　504
ジスキネジア　725
ジストニア　722
ジャン = マルタン・シャルコー
（1825〜1893 年）　131

ジョージ・ハーバート（1593〜1633 年）　 
 330

ジョージ・パパニコロー（1883〜1962
年）　603

ジョン・タイラー（1790〜1862 年）　 
 222

ジョン・チェーン（1777〜1836 年）　 
 159

ジョン・バリモア（1882〜1942 年）　 
 49

ジル・ドゥ・ラ・トゥレット症候群　 
 722

子宮外妊娠，双手診の所見　607
子宮頸がん，スクリーニング検査　 

 603
子宮口　603
─，双手診の所見　607

子宮後屈　606, 607
子宮体部　607
子宮内膜炎　607
子宮内膜症　609
子宮平滑筋腫　608
─，良性　608

四肢　621
自然歴，臨床推論　825
弛張熱　165
肢端チアノーゼ　200
─，爪床の色　200

肢端疼痛症　766
姿勢，神経診察　716
脂質　837
─，臨床検査　837

脂腺腫　188
脂肪染色　848
─，髄液　848

脂肪塞栓，顕微鏡検査　843
脂肪塞栓症，脳病変　774
脂肪組織萎縮症　632
脂肪滴，尿の検査　843
視運動眼振　245
視床下部性の発熱　165
視神経萎縮　277
視神経円板　266
視神経網膜炎　298
視診
─，気管の　354
─，胸部の　369
─，口腔の　330
─，甲状腺の　350
─，心臓の　427

─，直腸の　615
─，乳房の　360
─，腹部の　553
─，骨の　646
─，揺さぶられっこ症候群　220

視野　236
視力，検査　234
紫外線曝露，皮膚がん　185
紫斑　178
─，触知可能な　178

歯肉　336
歯肉出血　336
歯肉肥厚　336
締めくくりの質問，医療面接の　40
耳介後リンパ節　215
耳介前リンパ節　216
耳介低位　307
耳鏡　310
─ による内部の視診　310

耳垢　311
─ の除去　311

耳砂　734
耳垂のしわ　308
耳鳴，主訴　90
自己赤血球感作性紫斑　179
自己同調的，薬物乱用　53
自作自演的な疾患，医療面接　55
自声強聴　314
自動運動，肩　662
自動血圧計　137
自発的眼振　731
自律神経系　766
児童虐待
─，検眼鏡所見　295
─，神経診察　779

持続的植物状態　781
持続勃起症　582
時間
─，症状の次元　72
─ における見当識の調べ方　44

時系列配列，現病歴　114
色素沈着
─，下肢の　172
─，頰粘膜　337
─，限局性の　172
─，歯肉　337

色素変化，爪の異常　202
識字能力の低い患者，医療面接　58
軸骨格　653
舌　332
舌の粘膜斑，第 2 期梅毒　334
失神を伴う腹痛，主訴　84
失見当識
─ の偽陰性，時間における　45
─ の偽陽性，時間における　45
─ の検査　44
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─ の検査，器質性脳症候群　44
─ の種類　44

失語　710
─，非流暢性　712
─，流暢性　712
─ の分類　712

失語患者，医療面接　61
失行　714
失認　714
疾患，定義　91
質，症状の次元　74
膝窩動脈
─ における血圧測定　522
─ の触診　521

膝窩リンパ節　218
膝蓋腱反射　745
膝蓋骨脱臼　673
膝関節液貯留　671
膝内障　673
膝反射　745
膝落下テスト　736
社会歴　93
─，医療記録　117

斜頸　656
斜視　243
遮蔽試験，眼　243
瀉血　146
尺側偏位　622
尺骨神経　677
尺骨動脈　510
手関節　666
手根管症候群　679, 681
─ による母指球萎縮　681

手指屈筋反射　744
手指硬化症　631
手指のしわ　766
─，自律神経の診察　766

手掌　626
手掌型黄色腫　189
手掌皮溝　628
手掌頤反射　753
主訴　71
─，医療記録　113
─，病歴　71

腫脹
─，唾液腺　356
─，頰粘膜　339

腫瘤，乳房の　362
受容性失語　713
鷲手変形　677
収縮期過剰心音　457
収縮期クリック音　457
─，僧帽弁逸脱症　474

収縮期血圧差
─，上腕−膝下動脈での　145
─，上腕−足背動脈での　145

収縮期雑音，心雑音　449
収縮期早期クリック，心音　439
収縮性心膜炎
─，PMI　427
─，心音　443

宗教，病歴聴取　95
周期性呼吸　160
周期長　461
─，心雑音　461

十字靱帯　672
重合奔馬調律，心音　446
重症肺高血圧症，聴診箇所　438
重症慢性閉塞性肺疾患，心音　443
従圧式感覚検査装置　674
縦隔雑音，Hamman の　459
縦走線，爪の異常　203
縮窄症　515
縮瞳　259
出血後網膜症　299
出血斑
─，下肢　634
─，腹部　554

出産歴，セクシャル・ヒストリー　96
循環時間を測定する際に用いる薬剤　 

 550
遵守，医療面接　62
処女膜　595
処女膜閉鎖　595
処方薬，薬歴　98
女性化乳房　365
女性患者への配慮，診察時　360
女性器　591
女性のセクシャル・ヒストリー　96
除外診断　17
─，臨床推論　821

除脳硬直　716
除皮質硬直　716
小陰唇　595
小血管腫，男性器　585
小水疱性の皮疹　180
小遅脈　497
小腸吸収不良，便検査　848
小頭症　222
小児虐待，虐待歴　98
小児診察，女性器　594
小児の頭蓋内雑音　716
小脳出血　696
小脳症状　728
小脳性歩行　718
小脳発語　730
松果体腫瘍　695
消耗熱　165
症候群，定義　91
症状の次元，病歴　72
症例記録，臨床推論　817
症例提示の準備　125

硝子体　270
硝子体下出血　296
硝子体出血　296
鞘形成，網膜血管系の変化　286
漿液性の分泌，乳房　364
踵膝脛試験　728
上位運動ニューロン　735
上位下位運動ニューロン　735
上肢　621
─，血圧測定　144
─ の深部静脈血栓症　546

上斜筋麻痺　242
─，外眼運動　242

上手に文章が読めない患者，医療面接　 
 58

上大静脈症候群　545
上皮内がん，外陰部の　598
上皮内扁平上皮がん　598
上部左心濁音界　434
上腹部痛，主訴　83
上腕骨滑車上リンパ節　214
上腕−膝窩動脈での収縮期血圧差　145
上腕−足背動脈での収縮期血圧差　145
上腕動脈　510
─ の位置　138

情動性麻痺　699
情報源，病歴情報　111
情報提供者，病歴情報　111
静脈　530
─ の聴診　544

静脈圧　530
─ のゼロ点　535

静脈うっ滞　549
─，慢性の　549

静脈うっ滞網膜症　300
静脈雑音　456, 544
─，心雑音　456

静脈充満時間　523
─，動脈不全の診断　523

静脈症候群　545
静脈性雑音
─，腸蠕動音　561
─，腹部　561

静脈パターン，腹部　555
静脈波形　530
静脈拍動　530
静脈壁の硬さによる影響　151
食欲不振，主訴　85
食歴　100
触診
─，気管の　354
─，胸部の　376
─，口腔の　331
─，甲状腺の　350
─，心臓の　429
─，直腸の　616
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触診
─，頭部　226
─，乳房　361
─，腹部の　556
─，骨の　647
─，耳　310

触覚振盪　378
触覚振盪音，胸部　377
心因性インポテンツ　88
─ における臨床特徴の感度・特異
度　88

心音　438
─，医療記録　120
─，楽譜　440

心音聴診，頸部での　499
心外膜炎，聴診　456
心拡大のない心不全　435
心窩部雑音　518
心窩部の血管雑音　518
心基部　438
心筋梗塞，直腸診の合併症　618
心原性起座呼吸　129
心サイクルのタイミング　437
心雑音　448, 463
─，医療記録　121
─，僧帽弁逸脱症　474
─ の触診　431
─ の特別な診察　460
─ を真似る　454

心室性期外収縮，バイタルサイン　 
 156

心室性奔馬音　447
─，心音　445

心室中隔欠損症　480
心室の奇異性壁運動　430
心室頻拍における血圧　148
心室瘤　430
心尖部の場所の特定　433
心臓　427
─ の視診　427
─ の障害に関連した手の奇形　
 632
─ の触診　429
─ の打診　431
─ の聴診　435
─ の聴診，医療記録　120

心臓せん妄　155
心肺蘇生　488
心多動状態，心音　439
心濁音界　432
心タンポナーデ　485
─，奇脈　150

心停止　488
心囊液　483
心囊液穿刺　434
心囊液貯留　434

心肺蘇生　488
心拍数　152
心拍動最強点　427
心房細動
─，バイタルサイン　157
─ における血圧測定　147

心房性期外収縮，バイタルサイン　 
 157

心房性奔馬音　447
─，心音　446

心房中隔欠損　543
─，頸静脈波　543

心房中隔欠損症　480
─，心音　443

心不全，心拡大のない　435
心膜疾患における氷水検査　849
心膜摩擦音　456
心理学的要素の重要性を否定する患

者，医療面接　67
心理的咳嗽，主訴　81
身体診察
─，医療記録　118
─ のアート　7
─ のサイエンス　6

伸展性足底反応　750
伸展徴候　659
信頼性，病歴情報　111
神経　687
神経学的診察，医療記録　122
神経根病変の症状と徴候　655
神経伸展徴候　715
神経線維腫　188
真珠腫　312
真陽性率　13
振水音，腹部診察　563
振戦　720
─ の分類，病因による　721

振戦麻痺　723
振盪音　412
─，胸部　412

振動覚　754
浸透圧ギャップ　838
─，臨床検査　838

深指屈筋　668
深部感染症，頸部　350
深部腱反射　742
─，医療記録　122

深部静脈血栓症　546
─，上肢　546
─，下肢の　546

深部痛　762
─，神経診察　762

診断ストラテジー　820
─，臨床推論　820

診断的検査の今後　849
診断不能の患者，医療面接　65

診断マトリックス，臨床推論　823
診療所での診察に関しての注意点　41
─，医療面接　41

診療録　105
滲状出血，眼　292
人為的病変，皮膚　193
人工妊娠中絶　608
人工弁音，心音　458
人種
─，医療記録　124
─，症例提示　124

靱帯の診察　671
尋常性魚鱗癬　628
尋常性狼瘡　225
腎臓　574
腎動脈疾患による血管雑音　517
蕁麻疹　180

す
スキンタグ　188
スーク脚徴候　724
スクラッチテスト　462
─，心音の聴診　462

スコダの共鳴，打診　386
スタチン，一過性全健忘　771
スタチン誘発性ミオパチー　642
スターリングの式，浮腫　634
スティーブン・ホーキング（1942 年〜）　 

 799
スティーブンス−ジョンソン症候群，

口唇　332
スティール雑音　479
ステロイド性紫斑　177
ストップピン　137
ストランスキー検査，反射　751
ストリッピング，静脈のしごき　531
ストレートバック症候群　475
スネレン視力表　234
スパイロメトリー　413
スパーリング試験　654
すべり肋骨症候群　560
頭痛　232, 772
水泳者の耳　311
水気胸　412
水銀式血圧計　136
水銀中毒，紅斑 173
水車の輪音，心音　458
水晶体の混濁　269
水槌脈　497
水頭症　221
水平共同注視麻痺　694
水疱，口腔　340
水疱性の皮疹　180
遂行機能のテスト，認知症　784
睡眠恐怖，主訴　91
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睡眠時無呼吸
─，閉塞性　343
─ における wheeze　397

睡眠障害，主訴　90
膵機能，便検査　848
膵臓　576
錐体外路症状　723
随意性麻痺　699
髄液細胞収集法　847
髄液鼻漏　327
髄膜炎　714
鋤手，先端巨大症の　626

せ
セクシャル・ヒストリー　96
─，女性の　96

セッティング，症状の次元　74
センチネル静脈　547
せん妄，医療面接　43
正確度（Accuracy）　19
正常体温　163
正常頭部　221
正常乳房組織　362
正常の定義　19
正中頸囊胞　353
正中神経　678
生体弁，心音　458
生理的眼振　245
声音，頭部の聴診　230
声音振盪　378
声帯麻痺　708
青色強膜　246
性感染症　595, 596
─，女性器　596
─，セクシャル・ヒストリー　96
─，大陰唇　595

性器出血　608
性行為感染症　583
─，男性器　583

性的虐待
─，女性器　599
─ の徴候，直腸　616

性的志向，医療面接　56
性毛　196
星芒状黄斑，網膜　287
清潔さ，全身状態の診察　133
精液瘤　589
精索　586, 589
精索静脈瘤　585
精巣挙筋反射　754
精度（Precision）　20
精囊　590
贅生　187
赤外線吸収鼓膜体温計　163
赤色斑，眼　291
脊髄後索の診察方法　755

赤血球　833
─，臨床検査　833

赤血球円柱
─，顕微鏡検査　843
─，尿　843

赤血球沈降速度　829
接触性口内炎　340
接触皮膚炎　183
舌炎　332
舌潰瘍　333
舌下神経麻痺　709
仙腸関節　659
先端巨大症　224, 626
─，顔貌　224
─，胸部前後径　369
─，骨変形　626
─ の鋤手　626

先天性奇形，陰茎　583
先天性股関節亜脱臼　669
先天性梅毒　224, 335
─，顔貌　224

尖圭コンジローマ　582, 596
─，女性器　596

疝痛様の痛み，主訴　82
浅指屈筋　668
線維筋痛症　658
線維性収縮　735
線維束性収縮　735
遷延した昏睡状態　780
全血球，臨床検査　829
全血凝固時間　830
全身状態　127
全身性エリテマトーデス　623
─ に関連する薬剤　624
─ の診断基準　624

全身性自律神経障害　766
全身性リンパ節腫大をきたす疾患　 

 219
全脳死　782
前眼房　252
前眼房深度の確認　253
前脛骨筋の検査　653
前脛骨コンパートメント症候群　682
前脛骨粘液水腫　633
前高血圧　141
前後径の増大，胸部　369
前庭指鼻試験　731
前庭神経鞘腫　706
前頭葉性失語　712
前房深度　270
─，検眼鏡所見　270

前立腺　590, 617
前立腺結節　617
前立腺特異抗原　618
前彎　657
漸減−漸増雑音，心雑音　451

漸減雑音，心雑音　451
喘鳴
─，wheeze　396
─，吸気性の　397
─，呼気性の　397

そ
ソーセージ形成，網膜血管系の変化　 

 286
組織褐変症　172
組織球，耳たぶの　835
鼠径肉芽腫　581
鼠径リンパ節　216
双手診，女性器　606
爪郭の毛細血管　206
爪甲真菌症　205
爪甲白斑症，不完全な　201
爪甲剝離症　204
爪床の色　200
爪半月　202
相対的三尖弁狭窄症　482
桑実状臼歯　336
僧帽弁，聴診箇所　438
僧帽弁逸脱症　473, 485
僧帽弁逆流症，聴診箇所　438
僧帽弁狭窄症　476
─，雑音　478
─，心音　439
─，聴診上の所見　477
─ の心音図　478

僧帽弁疾患に拡張期デクレッシェンド
心雑音を合併する時　486

僧帽弁閉鎖不全症　470, 472
僧帽弁裂開　476
躁，言語　711
躁状態，神経診察　793
蒼白
─，爪床の色　200
─，頰粘膜　339

象皮　206
象皮症　586
増悪寛解因子
─，症状の次元　74
─，腹痛　83

増殖性化膿性口内炎　340
臓器の独演会（オルガン・リサイタル）　 

 60
足関節　673
足関節−上腕血圧比　145
足関節−上腕血圧比検査　523
足クローヌス　752
足根管症候群　682
足底筋膜炎　674
足背動脈　522
足部　674
足部痛風　632
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側頭動脈　508
側頭動脈炎，咳　82
側頭葉失語　713
側彎　657
側彎症　370
測定障害，小脳症状　729
塞栓性脳卒中　502

た
ダイアモンド型雑音　449, 451
─，心雑音　449

ダウン症候群
─，顔貌　223
─，虹彩　256

ターナー症候群，頸部　349
ターナー徴候，腹部　554
タルムード　234
ダール徴候　172
立ち上がりテスト
─，筋骨格系　643
─，筋力検査　643

他医の診断，病歴　92
他動運動
─，肩　662
─，股関節　669
─，肘　666

多核白血球，過分葉した　833
多源性心房性頻拍　158
─，バイタルサイン　158

多重音，胸部の聴診　393
多発骨折　646
多発性硬化症　773
多発微小梗塞　786
打腱器，選び方　5
打診
─，横隔膜の　389
─，気管の　355
─，胸部の　379
─，口腔の　331
─，心臓の　431
─，頭部　228
─，腹部の　560
─，片側横隔膜の　388
─，骨の　647
─ の音楽的考察　381
─ の濁音　384

打診音　381
打診試験，大伏在静脈試験　549
打診法，胸部　380
唾液腺　356
堕胎，セクシャル・ヒストリー　97
代謝異常によるにおい
─，口臭　346
─，呼気臭　346

対抗恐怖を持つ患者，医療面接　64
対光反射，瞳孔の　259

体温
─，触診上の所見　195
─，バイタルサイン　162

体温計の正確性　162
体温測定　162
体幹性運動失調　729
体型，全身状態の診察　131
体肢骨格　661
体臭　196
─，皮膚診察　196

体重，全身状態　131
体重減少，主訴　85
体性運動領域　699
対光反射，瞳孔の　259
対抗恐怖を持つ患者，医療面接　64
対座法，視野検査　236
対側収縮期血管雑音，Fisher の　508
帯下　604
─ の鑑別　597

帯状角膜症　249
大陰唇　594
大腿骨への加圧　647
大腿神経伸展テスト　660
大腿動脈　520
大腿リンパ節　216
大動脈　512
大動脈解離　512
大動脈弁下筋性狭窄　471
大動脈弁硬化症　469
大動脈弁狭窄症　468
大動脈弁閉鎖不全症　463
─ と僧帽弁狭窄症の合併　486
─ と大動脈弁狭窄症合併　485

大脳半球優位性　713
大伏在静脈試験　549
大理石様皮膚　174
代替医療，薬歴　99
第 1 期梅毒　581, 596, 604
─，陰茎　581

第 2 期梅毒　198, 582, 584, 596
─，男性器　584
─ の丘疹落屑性発疹　582

第Ⅲ脳神経　688
第 4 中手骨の短縮　625
第Ⅴ脳神経　697
第Ⅶ脳神経　699, 702
第Ⅷ脳神経　703
第Ⅸ脳神経　707, 708
第Ⅹ脳神経　707, 708
第Ⅺ脳神経　709
第Ⅻ脳神経　709
濁音
─，打診の　384
─ の体位変換現象，腹水　565

脱臼，手関節　667
脱色素斑の分類　175

脱水，全身状態の診察　132
脱線思考　45, 711
脱毛症　197
樽状胸　369
単一Ⅱ音　442
─，心音　442

単音，胸部の聴診　393
単眼眼振　732
単純ヘルペス　582
炭疽　181
胆石疾患，腹部診察　558
胆囊　573
短指症　630
男性器　580
弾力線維性仮性黄色腫　190
談話心迫　711

ち
チアノーゼ　173
チェーン─ストークス呼吸　160
チェストピースを温める　390
チック　722
チャールズ・ギルバート・チャドック
（1861〜1936 年）　751

チャールズ・ベル（1774〜1842 年）　 
 701

チャドウィック徴候　604
チャドック検査，反射　751
地図状舌　333
治療必要数（NNT）　23
知覚の消去現象　767
恥骨
─，性毛　197
─ の毛　197

恥骨結合と床の距離の測定　131
─，全身状態の診察　131

腟がん　606
腟鏡　592
腟鏡診　602
腟水腫　595
腟内の診察　601
腟内潰瘍　606
腟分泌物　604
中咽頭　330
中隔彎曲　326
中手骨指数　625
中心暗点，眼　237
中心が白色の出血，網膜　293
中枢性麻痺，表情筋　699
中断，医療面接　37
中毒性精神病，医療面接　43
虫垂炎，腹部診察　558
肘頭部滑液包　666
注視麻痺性眼振　244
抽象的な能力の検査，器質性脳症候群　 
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注意欠陥多動性障害　796
長母指伸筋　668
重複 S1，心音　438
重複毎日熱　164
重複脈　498
聴覚過敏　702
聴覚検査，Arbit　704
聴覚補充現象　704
聴覚の診察法　315
聴神経鞘腫　706
聴診　544
─，気管の　355
─，胸部の　390
─，甲状腺の　352
─，心臓の　435
─，静脈の　544
─，頭部　228
─，乳房の　364
─，腹部の　560
─，耳　314

聴診間隙　151
聴診器
─，選び方　4
─，手入れ　5
─ の使い方　390
─ の使い方，胸部　390

聴打診
─，胸部　408
─，骨の　647

腸腰筋徴候　129
腸蠕動音　560
蝶形紅斑，SLE　227
長母指伸筋　668
直腸　613
─ の視診　615
─ の触診　616
─ の診察　614

直腸温　162
直腸診　613
─ の合併症　618
─ の姿勢　613

直腸腟瘻　606
沈黙，医療面接　37

つ
ツルゴール　194
つぎ足歩行　719
椎間板疾患　654
椎骨動脈　496
椎体，聴診　406
椎体疾患　654
痛覚計　658
痛風
─，上肢　623
─，手　623
─ の原因，足　633

痛風結節，耳　309
槌指　668
爪　200
─ の異常　201
─ の帯，カレンダーとしての　
 202
─ のくぼみ　203
─ の色素変化　202
─ の縦走線　203
─ の発育不全　204

冷たい皮膚，身体所見　521

て
ティーツェ症候群　376
ティネル徴候　679
ティルト台，血圧測定　146
テタニー　738
テニス脚　645
テニス肘　666
テネシー，心音　446
テリー爪　202
テルソン症候群　297
テンセグリティーモデル　648
デュピュイトラン拘縮　627
デュロジェニ徴候　463
デルフォイリンパ節　216
デルモグラフィー　195
てんかん重積状態　772
てんかん発作　771
手　667
─ の神経の迅速検査　676

手首の動脈　510
出べそ徴候，慢性腹水における　554
低栄養状態，全身状態　132
低体温　166
─ の原因，重症の　166

抵抗運動
─，肩　663
─，手関節　666
─，肘　666

抵抗テスト，筋　649
敵対的患者，医療面接　58
天然痘　181
天疱瘡，口腔　340
点状出血　294
─，皮膚　175

点状出血斑，感染性動脈瘤　525
転移関係，医療面接　59
転移性腫瘍，皮膚　186
伝音性難聴　315
伝染性軟属腫　191
伝導性失語　712
電子聴診器　5

と
トーマス・カーライル（1795〜1881 年）　 

 856
トーマス・ベイズ（1702〜1761 年）　 

 18
トラウベ音　466
トラウベ腔　387
トラウマ，病歴　94
トラコーマ　251
トランス脂肪酸，食歴　101
トリガーポイント　658
トリコモナス　604
トリコモナス腟炎　605
トルソー症候群　548
トルソー徴候　738
トレンデレンブルグ−ブロディ試験　 

 549
トレンデレンブルグ徴候　669
トロアジェ結節　216
ドゥ・ケルヴァン腱鞘炎　667
ドゥ・ミュッセ徴候　223, 466
ドゥ・モーガン斑　190
ドゥルガー症候群，主訴　84
ドライアイ　238
ドルーゼ，網膜　289
ドレスラー徴候　484
吐血，主訴　81
兎唇　331
時計描画検査，認知症　784
閉じ込め症候群　770
努力性呼吸　160
疼痛，主訴　77
盗汗，主訴　80
透光法，皮膚診察　196
透視法
─，黒人の　231
─，頭部の診察　230

痘瘡　181
統合失調症　791
─ の研究的診断基準　791
─ の診断　791

頭位耳石置換法　734
頭位変換眼球反射　730
頭蓋骨のタップ　228
頭蓋雑音　229
頭蓋内圧亢進　779
頭蓋内雑音，小児の　716
頭蓋内病変　766
─，神経　766

頭頂葉症候群　767
頭部　220
─ の視診　220
─ の触診　226
─ の打診　228
─ の聴診　228

頭部外傷　220, 778
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糖尿病患者にみられる下肢の病変　 
 633

糖尿病性黄色腫　633
糖尿病性脛骨斑　633
糖尿病性乳頭症，検眼鏡所見　272
糖尿病性皮膚症　633
糖尿病性網膜症　299
糖尿病性リポイド類壊死症　633
橈骨神経　676
橈骨動脈　510
同性愛者，医療面接　56
洞性頻脈　153
洞性不整脈　154
洞停止，バイタルサイン　156
動静脈交叉　280
動静脈交叉現象，眼　280
動静脈瘻　525
動的聴診
─，動脈　520
─，頸動脈　508

動脈　496
動脈不全の診断　522
動脈瘤　513, 514
─ のサイズ　513

動揺胸郭　372
銅欠乏，骨　646
銅線化，網膜　283
瞳孔　256, 688
─，高齢患者の　263
─ の形状　259
─ の形状異常　259
─ の対光反射　259
─ の反応　259

瞳孔サイズの測定　256
瞳孔診察，昏睡状態の患者における　 

 261
瞳孔反射　260
瞳孔不同　257
─ の鑑別診断　258

特異度　13
特発性陰囊浮腫　586
特発性縦隔気腫，心音　459
特発性肥厚性大動脈弁下狭窄症　470
突背　657
突発性難聴　318
豚脂様角膜後面沈着物　269

な
ナトリウム制限，食事の　144
ナルコレプシー　91
─，主訴　91
─ の 4 徴　91

泣き始める患者，医療面接　65
内頸静脈　530
内頸動脈　508
内頸動脈血管雑音　508

内頸動脈閉塞　508
内診　591
─ とそれ以外の妊娠所見　605

内臓運動神経　702
内臓感覚神経　702
内側−外側すりつぶし検査　673
─，半月板　673

内側縦束　691
内側側副靱帯　671
内臓逆位症　435
内転筋反射　747
内反変形，膝　670
内肋間筋神経支配試験　734
軟骨軟化症　671
軟性白斑，網膜　287
難聴
─，主訴　90
─ の診断　317

に・ぬ
ニコルスキー現象　195
ニレン−バラニー法　733
におい
─，呼気　344
─ による診断　345

二重疑問文，医療面接　38
二頭筋反射　743
二峰性の思考　419
二峰性脈　498
苦いアーモンド，口臭　346
日光過敏　182
─，皮膚　182

入院歴，医療記録　117
乳がん　358
─ のリスクファクター　358

乳がん感受性遺伝子　358
乳汁分泌　364
乳汁漏出　365
乳頭　360
─，検眼鏡所見　270

乳頭萎縮の原因　277
乳頭充血
─，検眼鏡所見　277
─ の原因　277

乳頭浮腫，検眼鏡所見　272
乳房　358
─ からの分泌　364
─ の腫瘤　362
─ の触診　361
─ の聴診　364

乳房パジェット病　360
尿　838
─，臨床検査　838
─ の色調　839

尿失禁，主訴　89
尿浸透圧　838

尿生化学　839
尿中カタラーゼ　841
─，尿の検査　841

尿中好酸球増多症　844
尿中ヘモグロビン検査　836
尿中ポルフォビリノーゲン検査　840
尿蛋白　839
尿糖　838
尿道，女性器　595
尿道炎　583
─，男性器　583

尿道下裂　583
尿道上裂　583
尿道分泌物　583
─，男性器　583

人形の眼反射　730
妊娠　591, 608
─，セクシャル・ヒストリー　96

妊娠中絶，乳がん　359
認知　783
認知症　783
─，医療面接　43
─，可逆性の　786

認知能診察，簡略型　67

ヌーナン症候群　307

ね
ネグレクト，全身状態の診察　133
ネリー徴候　739
熱，極めて高い　165
熱性疱疹，口唇　331
粘液水腫　223
─，顔貌　223

粘度，臨床検査　836

の
ノーマ　341
脳炎　797
─ での機能画像　797

脳幹死　782
脳灌流圧　148
脳機能不全症，医療面接　42
脳血管抵抗　148
脳血管障害　786
脳血流　148
脳死　782
脳出血　769
脳神経系　688
脳脊髄液，臨床検査　847
脳卒中
─，頸動脈疾患と　500
─ のリスク，検眼鏡所見　300

脳卒中症候群　767
脳内出血の鑑別診断　696
膿胸　376



索引 871

膿漏性角化症　188
膿疱性の皮疹　180
囊状動脈瘤　513

は
ハッチソン徴候　203
ハッチンソン歯，先天性梅毒　335
ハリソン溝　373
ハレクィンチアノーゼ　173
ハンチントン病，歩行　719
ハンチントン舞踏病　721
ハンドグリップ，心雑音の聴診　461
ハンマン徴候　402
ハンマンの縦隔雑音　459
バーロー病　178
バイタルサイン　135
─，医療記録　118

バセドウ病
─，眼　240
─，甲状腺　351

バトル徴候　220
バビンスキー上昇共同運動　738
バビンスキー徴候　749
バビンスキー反射，医療記録　122
バフィコートの Gram 染色　835
バラニー椅子テスト　733
バルサルバ法
─，心雑音の聴診　462
─，バイタルサイン　158
─，腹部診察　562

バルジ徴候　671
バルトリン腺膿瘍　595
バレー徴候　736
バロットメントテスト　671
バンベルガー徴候　484
パーキンソニズム　723
パーキンソン振戦　720, 723
パーキンソン病，呼吸パターン　162
パーキンソン歩行　718
パラニミー　712
パラフレニア　791
パリノー症候群　695
パンコースト症候群，眼　257
はさみ脚歩行　718
ばち状指　205
把握反射　752
破傷風　737
張り，触診上の所見　194
歯　334
─ のぐらつき　334
─ の修復　335

歯車様硬直　723
跳ね返り現象　729
播種性結核症，副睾丸　589
馬足　674

場所
─，症状の次元　73
─ の見当識の検査　46

肺
─ の硬化，気管の身体診察　375
─  のコンソリデーション，気管の

身体診察　375
─ の聴診，医療記録　120

肺気腫　416
肺硬化像に関する徴候　403
肺水腫における頸動脈洞反射の治療的

応用　505
肺性起座呼吸　129
肺性雑音　487
肺塞栓，頻呼吸　159
肺塞栓症　420
肺動脈，聴診箇所　437
肺動脈楔入圧　539
肺動脈弁狭窄，心音　443
肺動脈弁狭窄症　480
肺動脈弁閉鎖不全　479
肺胞呼吸音　392
排尿障害，女性　595
梅毒　331
─，口唇　331
─，第 1 期　581, 596, 604
─，第 2 期　198, 582, 584, 596

白斑　174
─，舌　333

白板（斑）症　331, 341
─，口腔　341
─，口唇　331

白毛症　198
白癬感染症　183
拍動性片側性眼球突出　240
肌触り，触診上の所見　194
白血球　833
─，臨床検査　833

発汗異常　196
─，皮膚診察　196

発汗試験　766
─，自律神経の診察　766

発生率　13
発声障害　711
発熱　164
─，視床下部性の　165
─ の生理学的役割　165

抜毛症　199
─ の患者　199

鳩胸　370
鼻　323
鼻スペキュラ　324
話がコロコロ変わる患者，医療面接　 

 50
反射　742

反射性交感神経性ジストロフィー，肩　 
 665

反証可能な仮説，臨床推論　809
反跳痛　558
反復拮抗運動障害　728
半月板　673
半側無視，脳病変　768
半々爪　202
半球網膜静脈閉塞　301
汎収縮期雑音　450
─，心雑音　450

判断力の検査，器質性脳症候群　48
斑状出血
─，皮膚　176
─，肛門周囲の　616

斑点，強膜の　246
瘢痕　191
─，皮膚　191

瘢痕性脱毛，サルコイドーシス患者の　 
 198

晩発性皮膚ポルフィリン症，手　 625

ひ
ヒステリー　794
ヒステリー診断のための Perley−Guze

基準　796
ヒステリー麻痺　737
ヒストプラズマ症　288
─，検眼鏡所見　288

ヒトパピローマウイルス　596
ヒト免疫不全ウイルス感染患者，全身

状態　132
ヒドロキシアシドーシス　838
─，臨床検査　838

ヒポクラテス（紀元前 460 頃〜同 370 年
頃）　86, 220, 358, 369, 463, 642
─ の誓い　8

ヒポクラテス顔貌　224
ヒルシュベルク試験　243
ヒル徴候　465
ビオー呼吸　161
ビーヴァー徴候　753
ビタミン D 欠乏　646
─，骨　646

ビトー斑　246
ピアノ演奏振戦　722
ピスカチェック徴候　608
ピックウィック症候群　370
ピッチ
─，胸部の聴診　393
─，心雑音　452

ピンクパッファー　418
ピンプリック　761
びまん性
─ の筋肉の圧痛　643
─ の細動脈狭細化，網膜　284
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びまん性色素沈着　170
─，皮膚　170

びまん性脱毛（症）　197
びまん性肺疾患　416
引っかき試験　462
─，心音の聴診　462

引っかけ法，Middleton の　570
比重，尿　838
皮下気腫　377
皮疹
─，丘疹鱗屑性の　180
─，小水疱性の　180
─，水疱性の　180
─，膿疱性の　180

皮膚　170
─，医療記録　119
─，手掌　626
─ の色　170
─ の診察，自律神経系　766
─ の張り，触診上の所見　194
─ の毛細血管拡張症　174
─ への転移性腫瘍　186

皮膚温
─，膝窩動脈　521
─，身体所見　521

皮膚がん　183
─ と紫外線曝露　185

皮膚感覚，神経診察　698
皮膚感染，陰囊　584
皮膚所見，腹部　554
皮膚線条，腹部　555
皮膚反射　753
皮膚（表面）腹壁反射　753
皮膚描記症　195
皮膚病変
─，耳　309
─，直腸　615

否定命題，臨床推論　809
肥満肺胞低換気症候群　370
非英語圏の患者，医療面接　57
非協力的な患者，医療面接　62
非検圧法，静脈圧　533
非言語的コミュニケーション　38
非耳性耳痛　313
非汎収縮期雑音　450
─，心雑音　451

非弁膜性病変　470
非流暢性失語　712
腓骨神経　682
腓骨筋萎縮症　643
腓骨神経　682
脾腫の鑑別診断　572
脾臓
─ の大きさの測定　571
─ の診察　570

脾臓破裂　573

微細動脈瘤，眼　291
微小血管　524
鼻炎の鑑別診断　326
鼻腔内の診察　323
鼻中隔　325
鼻中隔穿孔，原因　326
鼻粘膜　326
鼻瘤　323
膝　670
肘　666
表在性痛覚　761
表出性失語　712
表情性麻痺　699
表皮剝離，皮膚　192
病歴　70
病歴聴取
─，外傷患者に対する　77
─ の短縮，外傷患者に対する　77

広い脈圧　150
広場恐怖　792
広場恐怖症　476
頻呼吸　159
─，うっ血性心不全　160

頻脈，規則的な　153
頻脈患者での奔馬調律　446

ふ
ファーレン徴候　680
ファブリ病，男性器　585
フーヴァー溝　373
フーヴァー徴候　372, 737
フェアーバンクアプリヘンション検査　 

 673
フォアダイス病変　584
フォノセファログラフィ　230
フォン・レックリングハウゼン手技，

静脈圧　534
フォン・レックリングハウゼン病　 

 188
フョードル・ドストエフスキー（1821〜

1881 年）　323, 771
フランソワ・ラブレー（1483？〜1553

年）　307, 829, 856
フランツ・ガル（1758〜1828 年）　222
フリント心雑音　486
フルニエ壊疽　585
フロマン徴候　677
ブシャール結節　623
ブラウン症候群　242
ブラッシュフィールド斑　256
ブラナム徴候　153
ブリーフケース試験，眼　235
ブリケ症候群，システムレビュー　 

 118
ブリューゲル症候群，顔貌　224
ブルーブローター　418

ブルジンスキー徴候　714
ブルヌヴィーユ病　188
ブルンベルグ第 2 法　558
ブルンベルグ徴候　558
ブローカ失語　712
ブロードベンド徴候　372
ブロッケンブロウ現象　472
プランマー病，甲状腺　351
プルチェル網膜症　298
プロクラスティアン，病歴聴取　75
プロラクチノーマ　365
ふたり狂い　799
不安定性，肩　664
不完全な爪甲白斑症　201
不感症，主訴　89
不随意急速眼球運動　245
不正出血，月経　89
不整脈
─，規則性のある　153
─，不規則性が予測できない　155
─ のリズム，楽譜　154

不全流産　608
不適切な感情，神経診察　793
不妊
─，主訴　89
─，男性器　585

浮腫
─，陰囊　586
─，下肢　634
─，眼窩周囲の　239

振り子膝痙攣　730
婦人科的症状，主訴　89
部分肺静脈還流異常症，心音　443
舞踏病　720
─，歩行　719

副甲状腺　354
副睾丸　586
副睾丸病変　588
副雑音用語　398
副雑肺音，不連続の　397
副腎皮質不全
─，乳頭　361
─，乳房の診察　361

副乳　361
副乳頭　361
副鼻腔　231
─ の診察，透視法　231

腹水　563
─，臨床検査　847
─ の鑑別診断　563

腹痛
─，主訴　82
─ がある場合の触診　556
─ の鑑別診断　557
─ の周期性　83
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─ を訴える患者，姿勢と体位　
 128

腹部　553
─ の視診　553
─ の触診　556
─ の打診　560
─ の聴診　560

腹部血管雑音　516
腹部頸静脈試験　536
腹壁　559
腹壁ヘルニア　562
─ の検出　562

複視　693
輻輳　695
縁徴候，眼　249
腹筋硬直　557
振子眼振　244
分泌，乳房からの　364
分葉計測，白血球　833
分離した感情，神経診察　794
文化，病歴聴取　95

へ
ヘーノホ−シェーンライン紫斑病，男

性器　585
ヘバーデン結節　623
ヘパリン誘発性血小板減少，臨床検査　 

 832
ヘミバリスムス　722
ヘモグロビン，尿の検査　839
ヘモグロビン尿　836
ヘモクロマトーシス　625
ヘーリング−ブロイヤー反射　502
ヘルニア　589
ヘロドトス（紀元前 485 頃〜同 420 年

頃）　235, 553
ヘンリー・ミラー（1891〜1980 年）　 

 27
ベイズの定理　18
ベイリー溝　217
ベインブリッジ反射　153
ベートーヴェン（1770〜1827 年）　321
ベッカー徴候　466
ベッドサイドの症例提示，医療記録　 

 123
ベルクロ・ラ音　399
ベルクロ rales　399
ベルトサイン
─，主訴　85
─，全身状態の診察　131

ベル現象　701
ベル麻痺　700
ベン・ヘクト（1894〜1964 年）　49
ベンス・ジョーンズ蛋白，尿の検査　 

 841

ベンダー─ゲシュタルト検査，器質性
脳症候群　48

ペイロニー病　582
ペースメーカー音　458
ペニス　580
─ の潰瘍　581

ペル─エブスタイン回帰熱　164
ペルテス試験　549
ペンシル便，主訴　86
平均動脈圧　145
閉鎖筋試験　562
─，腹部診察　562

閉塞隅角緑内障　253, 256
閉塞性肥大型心筋症　485
閉塞性睡眠時無呼吸　343
臍の異常　554
片側横隔膜の打診　388
片側臥呼吸　130
片側感覚障害　764
片側性過透過性肺症候群　418
片側性眼球突出　240
片側性眼瞼下垂　239
片側性腫脹，唾液腺　356
片側性肺気腫　418
片側バリスムス　722
片側不全麻痺　736
片頭痛　502, 772
変形性関節症　623
扁桃　342
扁平コンジローム　582
扁平呼吸　130
扁平苔癬　341
─，口腔　341

偏位水晶体　270
偏平足　674
弁性大動脈弁狭窄症，心雑音　476
弁膜症における雑音の性状　449
便検査　848
便失禁　617

ほ
ホフマン徴候，反射　745
ホムンクルス
─，運動の　759
─，感覚の　759

ホメーロス　170
ホルネル症候群　257
ホレス・グリーリー（1811〜1872 年）　 

 222
ホレンホースト斑　285
ボー線　201
ボストン徴候　240
ボタン穴変形　668
ボッカッチョ（1313〜1375 年）　213
ポイツ−ジェガース症候群，口唇　332

ポータブル胸部 X 線フィルムの限界　 
 422

ポーランド症候群　361
ポタン徴候　435
ポリープ，鼻　326
ポリツェル法　319
ポルフィリン，尿の検査　840
歩行障害，詐病　718
母指圧迫試験，腎臓の診察　575
母斑症　289
包茎　582
包皮　582
放散，心雑音　452
放散痛
─，陰囊　586
─，主訴　84

放散反跳痛試験　558
砲弾ショック，病歴　95
房出口部ブロック，バイタルサイン　 

 156
望遠鏡的尿　844
膀胱　576
膨化反応，無染色痰　846
膨張性収縮期肝拍動　568
発作性心房性頻脈，洞性頻脈との鑑別　 

 153
発疹　179
─，頭部　225

発疹型黄色腫　189
勃起障害　583
─，主訴　87

骨　646
─ の視診　646
─ の触診　647
─ の打診　647
─ の聴打診　647

奔馬音
─，心音　445
─，頻脈患者での　446

奔馬調律，頻脈患者での　446
本態性高血圧症　142

ま
マーカス・ガン瞳孔　259
マーク・トウェイン（1835〜1910 年）　 

 621
マキューエンの外耳上三角　228
マキューエン徴候　228
マクマレーテスト　673
マクレラン司令官（1826〜1885 年）　 

 222
マクロファージ筋膜炎　643
マックバーニー圧痛点　559
マノメトリー，静脈圧　533
マーフィー徴候，急性胆囊炎　573
マラリア，発熱のパターン　164
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マルファン症候群　630
─，体型　131

マルファン母指徴候　631
マンモグラフィー　363
摩擦音
─，肝臓の　561
─，腸蠕動音　561

魔女裁判，ヒステリー　795
末梢気道疾患　371
末梢血塗抹標本の染色　832
末梢神経障害と絞扼性神経障害　675
末梢循環とショック　524
末梢静脈圧　534
─ の検圧　534

末梢神経障害，筋骨格系　675
末梢性麻痺，表情筋　699
睫毛の脱毛　238
眉毛　197
慢性咳嗽，主訴　81
慢性器質性脳症候群　787
─，医療面接　43
─ の患者の臨床的評価　787

慢性頸管炎　604
慢性原発性副腎皮質不全，乳頭　361
慢性神経疾患　797
慢性静脈不全，下肢　634
慢性大動脈解離　515
慢性腹水における出べそ徴候　554
慢性閉塞性肺疾患　418
慢性遊走性紅斑　179

み
ミオグロビン，尿の検査　839
ミオグロビン尿　836
ミオパチー　642
ミーズ線　201
ミュッセ徴候　223
ミュンヒハウゼン症候群，医療面接　 

 55
みかけの下斜筋麻痺，外眼運動　242
みずいぼ　191
三日月徴候　634
身繕い，全身状態の診察　133
見張りリンパ節　216
味覚異常　702
味覚検査　702
味覚性発汗　357
眉間反射　724
水かき状の頸　349
水たまり徴候
─，腹水　565
─，腹部　565

耳　307
─，医療記録　120
─ の触診　310

耳たぶウインク徴候　482

耳たぶの組織球　835
耳鳴り　314
─，血管性　508
─ の定量的評価　319

脈圧　466
─，狭い　150
─，広い　150
─ の異常　150

脈波　496
脈拍，バイタルサイン　152
脈拍欠損，心尖部−橈骨動脈での　157
脈絡膜血管腫　291
脈絡膜結節　289
脈絡膜母斑　291
─，眼　291

脈絡網膜炎　288, 290
─，治癒した　290

民族性
─，医療記録　124
─，症例提示　124

む
ムンプス睾丸炎　588
むずむず脚，主訴　90
むずむず脚症候群，主訴　90
むち打ち　654
無害性雑音　454
─，心雑音　454

無害性収縮期雑音　454
無呼吸，呼吸　159
無呼吸テスト　782
無言症　711
無赤色光
─，外膜肥厚の判定　282
─，内膜肥厚の判定　282

無染色痰　845
無線周波数探知機，偽装患者の検出　 

 55
無動性無言　780
無乳頭　361
夢遊病，主訴　91
胸のしこり　362

め
メグズ症候群　609
メージュ症候群，顔貌　224
メタノール中毒，失明　277
メニエール病　705
メビウス徴候　243
メレナ，主訴　86
めまい，回転性　734
眼　234
─，医療記録　119
─ の充血の鑑別診断　251

名辞性失語　713
明細胞がん　601

綿花様出血　293
─，検眼鏡所見　293

綿花様白斑　287
綿状滲出斑
─，網膜　287
─，網膜上の光点　286

綿花様滲出斑，網膜　287

も
モビッツⅠ型，2 度房室ブロック　 

 154
モビッツⅡ型，2 度房室ブロック　 

 154
モルモットと呼ぶ患者，医療面接　59
モンゴル症　256
毛細血管，爪郭の　206
毛細血管拡張症　175
─，皮膚　175

毛細血管充満テスト　524
毛巣囊胞　615
毛様体脊髄反射　753
妄想　788〜790
─ の鑑別診断　790

妄想型統合失調症　790
妄想状態　791
妄想様観念　790
盲点，眼　237
盲目眼振　244
網状皮斑　174
網膜血管新生　274
網膜色素上皮肥大　291
網膜色素線条　277
網膜色素変性症　290
網膜色素上皮組織の先天性肥大　291
網膜出血，小児　295
網膜症，AIDS　301
網膜上の光点　287
網膜静脈うっ血　285
─ の病因　285

網膜静脈の白鞘化　282
─ の原因　282

網膜静脈拍動　270
網膜静脈分枝閉塞症　301
網膜静脈閉塞　301
網膜前出血　296
網膜中心静脈閉塞　301
網膜動脈の動脈硬化　279
網膜動脈閉塞　301
網膜微小血管変性　300
網膜剝離　278
網様体賦活系　780
─ の病変部位　780

門脈圧亢進症，腹部の静脈パターン　 
 555

問題指向型の医療記録　114



索引 875

や
ヤギ音　376, 403
─ の偽陽性　405
─ の真陰性　405
─ のメカニズム　404

ヤング症候群　589
夜間発作性呼吸困難　130
野牛肩　349
薬剤誘発性運動障害　725, 727
薬剤歴，医療記録　117
薬草，薬歴　99
薬物依存　53, 795
薬物依存患者，医療面接　52, 53
薬物性口内炎　340
薬物乱用
─，医療面接　53
─ の徴候，皮膚　191
─ の徴候，瘢痕　191

薬歴　98
薬局購入の薬，薬歴　98

ゆ
ユリシーズ・グラント（1822〜1885 年）　 

 222
揺さぶられっ子症候群　779
─，眼　294

尤度比　16
─ を求めるためのノモグラム　17

有害必要数，number needed to harm　 
 23

有蓋貨車形成，網膜血管系の変化　 
 286

有髄神経線維，網膜　290
有病率　13
有棘細胞がん　184
誘導尋問を避ける，医療面接　33
指の壊疽　629
指差し試験　668
─，股関節　668

指鼻試験　729

よ
ヨード欠乏症　358
ヨギ・ベラ（1925 年〜）　127
よいプレゼン，病歴　71
よく聞こえない患者，医療面接　58
予測できない不整脈　153
予測できる不整脈　153
予防接種
─，医療記録　116
─，病歴　93

幼児の頭蓋の診察，透視法　231
洋ナシ型肥満　131
要求する患者，医療面接　67
陽性的中率　14
陽性尤度比　16

腰椎　657
翼状頸　349

ら
ライター症候群　581
ライル線　201
ラヴォアジエ（1743〜1794 年）　136
ラ音　397
ラクーン眼　220
ラゼーグ徴候　659
ラックマンテスト　673
ラッシュ・リンボー（1951 年〜）　106
ラプラスの法則　513
ラブリュイエール（1645〜1695 年）　 

 537
螺旋状歯　336
乱用，医療面接　52
卵管　609
卵管妊娠破裂　609
卵形脂肪体，顕微鏡検査　843
卵形マラリア　164
卵子のドナー，セクシャル・ヒストリー　 

 97
卵巣がん　609
卵巣腫瘍　609
卵巣囊腫　608

り
リウマチ結節類似の皮下結節を伴う疾

患　621
リウマチ熱，僧帽弁閉鎖不全症　472
リウマチ類似疾患，上肢　621
リズム，脈拍　153
リチャード・キール（1939 年〜）　224
リチャード・ブライト（1789〜1858 年）　 

 538
リッテン現象　374
リッテン徴候　374
リー−ホワイト法，全血凝固　830
リンゴ型肥満　131
リンネ試験　316
リンパ節　213
─，医療記録　119
─ の分類　214
─ の連続的な所見を記録　120

リンパの 4 つの特徴　213
リンパ浮腫　637
─，陰囊　586

略語，医療記録　113
流産
─，セクシャル・ヒストリー　97
─ の合併症　608

流暢性失語　712
両側性眼窩病変　240
両側性腫脹，唾液腺　356
両側前頭葉の障害　770

両側の核間性眼筋麻痺　691
両側味覚消失もしくは味覚低下の原因　 

 703
良性子宮平滑筋腫　608
良性のしこり，乳房　363
量，症状の次元　73
緑内障　252, 275
─ のスクリーニング　254

淋菌感染，男性器　583
臨床検査　829
臨床推論　809
輪状落屑性病変　584

る
ルー・ゲーリッグ（1903〜1941 年）　 

 735
ルース徴候　675
ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン
（1889〜1951 年）　70

ルネ・ラエンネック（1781〜1826 年）　 
 4, 397

ルリッシュ症候群　515
ルンペル−レーデ試験　176
涙器　237
─，眼の検査　237

涙点，眼の検査　237
涙囊，眼の検査　237

れ
レイノー現象　511
─ を示す疾患　512

レヴァイン試験　504
レーザー光凝固術，網膜の色素性瘢痕　 

 290
レゼル−トレラ徴候　187
レッドガラステスト　693
レルミット徴候　774
裂孔，肛門　615
連続 7 引き計算　46
連続性頸部雑音　499
連続性雑音　455
─，心雑音　455

連続的検索，臨床推論　821
練習方法，医療面接の　39

ろ
ローゼンバッハ徴候　466
ローマ診断基準，過敏性腸症候群　83
ロバート・バートン（1577〜1640 年）　 

 591
ロマニャ徴候　239
ロンベルクテスト　726
老人環　250
─，角膜　250

老人性血管腫　190
漏斗胸　370
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瘻孔，肛門　615
瘻孔検査　319
肋間腔　372
肋骨下角　372
肋骨肋軟骨炎　376
録音を聞き直す，医療面接　36
録画，医療面接　39

わ
ワトソン−シュワルツ試験　840
ワレンベルク症候群　769
ワンテンベルク症候群　677
矮小睾丸　587
腋毛　197
腕橈骨筋反射　744

数字
1 度房室ブロック，心音　439
2 次性高血圧　144
2 次性僧帽弁閉鎖不全症　473
2 段脈　155
2 つの拡張期の法則，心臓の聴診　121
2 点識別覚の評価法　759
2 点同時刺激識別感覚テスト　698
2 度房室ブロック
─，心音　440
─，不整脈　153

3 段脈　155
3 度房室ブロック，心音　440
3 日熱マラリア　164
3 杯分尿法　843
4 つの A，Bleu ler の統合失調症　792
4 日熱マラリア　164
50/50 混合試験　831
50/50，臨床検査　831
5 拍子，心音　446
Ⅰ音，心音　438
Ⅰ型毛髪鼻指節骨症候群　630
Ⅱ音
─，心音　441
─，単一　442

Ⅲ音　447
─，心音　445

Ⅳ音　447
─，心音　445

A

Abd ar−Rahman Ⅲ（889？〜961 年）　 
 793

ABI　145
ABI 検査　523
Accuracy（正確度）　19
Achilles 腱反射　747

─ の延長の原因　749
─ の抵抗性　747

acute confusional state，医療面接　 
 43

ADHD　796
Adie 瞳孔　262
AIDS 網膜症　301
Albert Jay Nock（1870〜1945 年）　853
Alexandre Dumas（1802〜1870 年）　 

 770
Alexandre Dumas fils（1824〜1895 年）　 

 770
Allen テスト　510
ALS　735
Amato 小体　834
Ammianus Marcellinus（325？〜391 年）　 

 536
AMPLE，病歴聴取　77
Antoine Lavoisier（1743〜1794 年）　 

 136
arachnodactyly　631
Arbit 聴覚検査　704
Argyll Robertson 瞳孔　261, 262
asterixis　716
Astley Cooper 卿（1768〜1848 年）　 

 317
athetosis　722
AUDIT テスト，アルコール依存のス

クリーニング　52
Auenbrugger 徴候　483, 553
Auer 小体　834
Autognosis　39
A 波，静脈拍動　540

B

Babinski 上昇共同運動　738
Babinski 徴候　749
Babinski 反射，医療記録　122
Bailey’s groove　217
Bailey 溝　217
Bailey 法　659
Bainbridge 反射　153
Bamberger 徴候　484
Bancroft 徴候　547
Bárány 椅子テスト　733
Barlow 病　178
Barré 徴候　736
Barron Larry　427
Barr 小体　834
Bartholin 腺膿瘍　595
Basedow 病，甲状腺　351
Battle 徴候　220
Bayes の定理　18
Beau 線　201
Becker 徴候　466
─，検眼鏡所見　272

Beevor 徴候　753
Bell 現象　701
Bell 麻痺　700
Bence Jones 蛋白，尿の検査　841
Ben Hecht（1894〜1964 年）　49
Bender−Gestalt 検査，器質性脳症候

群　48
Berry 徴候　352
─，甲状腺　352

Bielschowsky doll’s−head eye reflex　 
 730

Biot 呼吸　161
Bitot 斑　246
Blaxland 法　566
─，腹部の聴打診　566

Bleu ler の統合失調症 4 つの A　792
blue bloater　418
Blumberg 第 2 法　558
Blumberg 徴候　558
BMI，全身状態の診察　132
Body mass index，全身状態の診察　 

 132
Boston 徴候　240
Bouchard 結節　623
Bourneville 病　188
Branham 徴候　153
BRCA　358
breast cancer susceptibility　358
Breath Sound Intensity Score　391
Briquet 症候群，システムレビュー　 

 118
Broadbent 徴候　372
Broca 失語　712
Brockenbrough 現象　472
Brown 症候群　242
Brudzinski 徴候　714
Brueghel 症候群　224
─，顔貌　224

Brushfield 斑　256
BRVO　301
─，眼底　301

BSI スコア　391
Buffalo hump　349
bulge 徴候　671
Burger 試験　523

C

C.G. Chaddock（1861〜1936 年）　751
CAGE テスト，アルコール依存のスク

リーニング　52
caloric テスト　732
Campbell 徴候　354
Cannon A 波，静脈拍動　542
Cardarelli 徴候　354
Carey Coombs 雑音　479
Carnett 法　557

数字・欧文
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CBF　148
Chaddock 検査，反射　751
Chadwick 徴候　604
Chagas 病　239
Charcot−Marie−Tooth 病　643
Charles Bell 卿（1774〜1842 年）　701
Cheyne−Stokes 呼吸　160
Chorea　720
Chvostek 検査　740
circumduction　718
Clara Barton（1821〜1912 年）　222
clonus　752
Cole−Cecil 心雑音　486
Collet−Sicard 症候群　708
colloid 小体，検眼鏡所見　274
Compliance　9
─，医療面接　62

Conner 徴候　387, 484
Cope 腸腰筋試験　562
Cope 法　558
Corrigan 脈　466, 497
counter phobia を持つ患者，医療面接　 

 64
Courvoisier の法則　574
─，黄疸　574

CPP　148
crackles　397
Cruveilhier−Baumgarten 雑音，腹部　 

 561
CRVO　301
Cullen 徴候　554
Cushing の 3 徴，頭蓋内圧亢進　779
Cushing 症候群　223
CV merger　542
CVR　148
Cyriax 法　659
C 波，静脈拍動　540

D

d’Espine 徴候　406
─ の偽陽性　407

Dahl 徴候　172
De Morgan 斑　190
De Musset 徴候　223, 466
de Quervain 腱鞘炎　667
delirium，医療面接　43
Delphian nodes　216
dementia，医療面接　43
dermography　195
DeWeese 試験　522
differential cyanosis　173
Dinkler 徴候　709, 710
Dix−Hallpike 法　733
Döhle 小体　834
─ を認める疾患　834

Doppler 心エコー　476, 487

─ の偽陽性率　487
double quotidian fever　164
Double−humped な熱型　165
Down 症候群　223
─，顔貌　223
─，虹彩　256

Dressler 徴候　484
Drop テスト　733
drusen，網膜　289
DSS テスト　698
Dupuytren 拘縮　627, 628
─ をきたす疾患と頻度　629

Duroziez 徴候　463
Dysdiadokokinesia　728
dyskinesia　725
dysmenorrhea，主訴　89
dystonia　722

E

Earlobe Creases　308
Eaton−Lambert 症候群　749
EBM　20
Ebstein 徴候　484
ED　583
─，主訴　87

EDSS　776
─，多発性硬化症　775

Ehlers−Danlos 症候群　662
Emil Theodor Kocher（1841〜1917 年）　 

 356
epiloia　188
Epley 法　734
erectile dysfunction，主訴　87
Ernest Hemingway（1899〜1961 年）　 

 135
Errol Garner（1921〜1977 年）　155
ESR　829
─，臨床検査　829

Eustachio 管閉塞の診察　314
evidence-based medicine　20
Ewart 徴候　386
expanded disability status scale，多

発性硬化症　775

F

Fabry 病　585
─，男性器　585

Fairbank アプリヘンション検査　673
Finkelstein 検査　667
Fisher の対側収縮期血管雑音　508
Flint 雑音　478
Flint 心雑音　486
floating nail　205
floppy ears　310
Fordyce 病変　584
Forgacs 表記　121

─，副呼吸音　121
Forrest 試薬，尿　842
Fournier 壊疽　585
François Rabelais（1483？〜1553 年）　 

 829, 856
Frank creases　308
Frank 徴候　308
Franz Joseph Gall（1758〜1828 年）　 

 222
Friedrich 徴候　543
Froment 徴候　677
Fyodor Dostoyevsky（1821〜1881 年）　 

 323, 771

G

Gaius Plinius Caecilius Secundus
（61〜112 年）　580

Gaius Plinius Secundus（22？〜79 年）　 
 349

Gallavardin 現象　476
Ganser 症候群，失見当識との鑑別　 

 45
Gardner 症候群，網膜　291
Gärtner 手技，静脈圧　534
GCS　778
─，頭部外傷　778

General McClellan（1826〜1885 年）　 
 222

George Herbert（1593〜1633 年）　330
George Nicholas Papanicolaou
（1883〜1962 年）　603

Gerbode 徴候　515
Gerhard 徴候　466
Gerstmann 症候群　768
gibbus　657
Giedion 症候群　630
Gilles de la Tourette 症候群　722
Giovanni Boccaccio（1313〜1375 年）　 

 213
Gordon 検査，反射　751
Gowers 徴候　642
Gradenigo 症候群　228
Graham Steell 雑音　480
Gram 染色　835, 846
─，バフィコートの　835

Graves 腟鏡　592, 593
Graves 病　240
─，眼　240

Griffith 徴候　240
Grocco 三角　385
─，打診　385

Guarino 変法　566
─，腹部の聴打診　566

Guillain−Barré 症候群　770
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H

half-and-half nail　202
Hamman の縦隔雑音　459
Hamman 徴候　402
Hannington Kiff 徴候　747
harlequin cyanosis　173
Harrison 溝　373
head bobbing，右室障害による　543
Head Thrust テスト　734
Heberden 結節　623
Henoch−Schönlein 紫斑病　585
─，男性器　585

Henry Miller（1891〜1980 年）　27
Hering−Breuer 反射　502
Herodotus（紀元前 485 頃〜同 420 年

頃）　235, 553
Hill 徴候　465
─，血圧　145

HIPAA　106
Hippocrates（紀元前 460 頃〜同 370 年

頃）　86, 220, 358, 369, 463, 642
Hirschberg 試験　243
HIV 関連リポジストロフィー，全身

状態　132
Hoffmann 徴候　745
─，反射　745

Hollenhorst 斑　285
Homan 徴候　547
Homer（紀元前 8 世紀末）　170
Hoover 溝　373
Hoover 徴候　372, 737
─，予後の指標としての　737

Horace Greeley（1811〜1872 年）　222
Horner 症候群　257
─ の鑑別診断　258

HPV　596
HRVO　301
─，眼底　301

Huntington 病　719
─，歩行　719

Huntington 舞踏病　721
Hutchinson 歯　335
─，先天性梅毒　335

Hutchinson 徴候　203

I・J

intrauterine device　604
irregularly irregular　153
IUD　604
IHSS　485

James Abram Garfield（1831〜1881 年）　
 222

Janeway 病変　628
Jendrassik 手技　746

Jean de la Bruyère（1645〜1695 年）　 
 537

Jean Martin Charcot（1825〜1893 年）　 
 131

Jendrassik 手技，反射　746
Johann Wolfgang von Goethe（1749〜

1832 年）　105
John Barrymore（1882〜1942 年）　49
John Cheyne（1777〜1836 年）　159
John Tyler, Jr.（1790〜1862 年）　222

K

Kanavel 徴候　668
Kaposi 肉腫　186, 585
Kayser−Fleischer 角膜輪　250
Kehr 徴候　573
Ken−tuck（y），心音　446
Kernig−Lasègue 徴候　714
Klippel−Feil 症候群　349
─，頸部　349

Kocher テスト　355
Koebner 現象　195
Koplik 斑　340
Korotkoff（1874〜1920 年）　135
Korotkoff 音　141
Kronig 峡部　383
Kurtzke の総合障害度スケール　776
─，多発性硬化症　775

Kussmaul（1822〜1902 年）　149
Kussmaul 呼吸　161
Kussmaul 徴候　536

L

Lachman テスト　673
Laplace の法則　513
Lasègue 徴候　659
Lawrence Peter “Yogi” Berra（1925

年〜）　127
Lee−White 法　830
─，全血凝固　830

Leriche 症候群　515
Leser Trelat 徴候　187
Levine 試験　504
Lhermitte 徴候　774
limbus sign　249
Linear bisection の診察方法　769
Lisker 徴候　547
Litten 現象　374
Lou Gehrig（1903〜1941 年）　735
Louvel 徴候　547
Lovibond 角　205
Lowenberg 徴候　547
Ludwig van Beethoven（1770〜1827 年）　 

 321
Ludwig Wittgenstein（1889〜1951 年）　 

 70

Luedde 眼球突出計　240, 241
LVEDV　433
LVM　433

M

Macewen の外耳上三角　228
Macewen 徴候　228
manometry，静脈圧　533
Marcus Gunn 瞳孔　259
Marfan 母指徴候　631
Marfan 症候群　630
─，体型　131

Mark Twain（1835〜1910 年）　621
Mayne 徴候　467
McBurney 圧痛点　559
McMurray テスト　673
Meador のルール　496
Means−Lerman 擦過音，甲状腺機能

亢進症に伴う　457
Means 徴候　240
Mees 線　201
Meige 症候群，顔貌　224
Meigs 症候群　609
Ménière 病　705
metabolic encephalopathy，医療面接　 

 43
metrorrhagia，月経　89
Middleton の引っかけ法　570
Mobitz Ⅰ型　155, 540
─，2 度房室ブロック　154
─，心音　440

Mobitz Ⅱ型　440, 540
─，心音　440
─，2 度房室ブロック　154

Möbius 徴候　243
Moses 徴候　547
Muhammad ibn Zakariya Razi（865〜 

925 年）　256
Müller 徴候　466
Münchhausen 症候群，医療面接　55
Murphy 徴候　573
─，急性胆囊炎　573

myopathy　642

N

Neri 徴候　739
Nikolsky 現象　195
NNT（治療必要数）　23
Noonan 症候群　307
normocephalic　221
number needed to harm，有害必要数　 

 23
Nylen−Bárány 法　733

O

Occam の剃刀　690, 813
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─，臨床推論　813
ochronosis　172
Ochsner 組み手徴候　678
Oliver−Cardarelli 徴候　354
Oliver 徴候　354
Olof Rudbeck（1630〜1702 年）　213
Oppenheim 検査，反射　751
organic brain syndrome，医療面接　 

 42
organic mental disorder，医療面接　 

 42
orthodeoxia　130
Osgood−Schlatter 病　671
Osler 結節　628
O 脚　670

P

PAC，バイタルサイン　157
Paget 病　598
─，外陰部　598

Pancoast 症候群，眼　257
Pap スメア　603
paranymy　712
parasomnias，主訴　91
Parinaud 症候群　695
parkinsonism　723
Parkinson 振戦　720, 723
Parkinson 病，呼吸パターン　162
Parkinson 歩行　718
PCWP　539
Pederson 腟鏡　592
Pel−Ebstein 回帰熱　164
Pemberton 徴候　353
─，甲状腺　353

Perley−Guze 基準　796
─，ヒステリー診断のための　796

Perthes 試験　549
Peutz−Jeghers 症候群　332
─，口唇　332

Peyronie 病　582
Phalen 徴候　680
Phenistix，尿の検査　842
phobia　792
phonocephalography　230
Pickwick 症候群　370
pill−rolling　723
pink puffer　418
pinprick　761
Piskacek 徴候　608
platypnea　130
Plummer 病，甲状腺　351
PMI　427, 429
─ の触診　429

Podagra の原因　633
POEMS　194
Poland 症候群　361

Politzer 法　319
POMR　114
─，医療記録　114

porphyrin，尿の検査　840
Post Hoc Ergo Propter Hoc　814
─，臨床推論　814

Potain 徴候　435
Pratt 徴候　547
Precision（精度）　20
prolactinoma　365
PSA　618
PSSD　674
PTSD，病歴　94
Purtscher 網膜症　298
PVC，バイタルサイン　156
PVS　781

Q・R

Quincke 徴候　467

R.T.H. Laënnec（1781〜1826 年）　4
R−type 高血圧　144
Rabelais（1483？〜1553 年）　307
raccoon 眼　220
Raimistes 脚徴候　739
Rales　397, 398
─ の偽陽性率　340

Ransohoff 徴候　554
Raynaud 現象　511
─ を示す疾患　512

regularly irregular　153
Reil 線　201
Reiter 症候群　188, 581
REM 睡眠行動障害，主訴　91
Renë Laënnec（1781〜1826 年）　397
restless legs syndrome，主訴　90
rib−tip 症候群　376
Richard Bright（1789〜1858 年）　538
Richard Kiel（1939 年〜）　224
Rinne 試験　316
Robert Burton（1577〜1640 年）　591
Roberts 徴候　749
Romana 徴候　239
Romberg テスト　726
Roos 徴候　675
Rosenbach 徴候　466
Rose 試験　547
Rotch 徴候　484
Rovsing 徴候　558
RR 間隔　147
RSD，肩　665
Rumpel−Leede 試験　176
Rush Limbaugh（1951 年〜）　106

S

S1，心音　438

S1−ESC，心音　439
S1 神経根障害　748
S2，心音　441
S2 分裂，心音　441
saccade　244
Schiötz 眼圧計　255
Schirmer 涙液分泌検査　237
Schmidt 症候群　708
Schumm 試験　836
Schwabach 試験　318
Semmes−Weinstein モノフィラメン

ト　758
─ による圧覚の閾値の評価法　
 758

serial 7’s　46
Shaken Baby Syndrome　779
Shepard 徴候　397
Sherlock Holmes　809
Sia 水試験　837
─，臨床検査　837

Sim 位　594
Sister Joseph node　218
Sister Mary Joseph（1856〜1939 年）　 

 218
Skoda の共鳴　386
─，打診　386

SLE　623
slipping−rib 症候群　376
SLR テスト　659
Snellen 視力表　234
Snider テスト　418
SnOut　17
somnambulism，主訴　91
Souques 脚徴候　724
spade hand，先端巨大症　626
SpIn　17
Spurling 試験　654
Starling の式，浮腫　634
STD　583, 596
─，セクシャル・ヒストリー　96
─，大陰唇　595

STDs，男性器　583
Steell 雑音　479
Steinberg 徴候　631
Stellwag 凝視　240
Stellwag 徴候　240
Stephen Hawking（1942 年〜）　799
steppage　718
Sternbach の痛みの体温計　78
steroid bruising　177
Stevens−Johnson 症候群
─，口腔　332
─，口唇　332

Stewart−Holmes rebound 
phenomenon　729

Stransky 検査，反射　751
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Sutton の法則　812
Swan−Ganz カテーテル　534
Swyer−James 症候群　418
Sydenham 舞踏病　720
Sydney 線　627
systemic lupus erythematosus　623
S 状結腸鏡　619

T

Talmud　234
tangentiality　45
Tanyol 徴候　554
TBI，病歴　95
Tennessee，心音　446
Tensegrity　649
Terry 爪　202
Terson 症候群　297
tetany　738
The finger-to-nose test　729
The heel-to-knee-to-shin test　728
Thomas Bayes（1702〜1761 年）　18
Thomas Carlyle（1795〜1881 年）　856
thrill，心臓　431
tic　722
Tietze 症候群　376
Tinel 徴候　679
to-and-fro 雑音，心雑音　455
toxic psychosis，医療面接　43
Traube 音　466
Traube 腔　387
─，脾臓の打診　572
─ の打診，脾臓の診察　572

Traube 大腿動脈 2 重音　466
traumatic brain injury，病歴　95
traumatic tap，脳脊髄液の検査　847

Trendelenburg−Brodie 試験　549
Trendelenburg 徴候　669
trepopnea　130
Troisier 結節　216
Trousseau 症候群　548
Trousseau 徴候　738
Tubular 呼吸音　392
tumor plop　458
turgor　194
Turner 症候群，頸部　349
Turner 徴候　554
─，腹部　554

U

Ulysses S. Grant（1822〜1885 年）　 
 222

V

V−type 高血圧　144
Valgus　670
Valsalva 法　158, 462, 562
─，心雑音の聴診　462
─，バイタルサイン　158
─，腹部診察　562

Varus　670
Velcro rales　399
Vernet 症候群　708
Villaret 症候群　708
Virchow の 3 徴　546
Virchow 結節　216
Voltaire（1694〜1778 年）　1
von Recklinghausen 手技　534
─，静脈圧　534

von Recklinghausen 病　188
V 波，静脈拍動　540

W

Walker−Murdoch 手首徴候　631
Wallenberg 症候群　769
Wartenberg 症候群　677
Watson−Schwartz 試験　840
Watson ウォーター・ハンマー脈　 

 466, 497
Weber 試験　315
Wenckebach 型　155
─，2 度房室ブロック　154

Wernicke 失語　713
wheeze　394
─，吸気相の　395
─，呼気相の　394
─，睡眠時無呼吸における　397

Wickham 線条　341
William Harvey（1578〜1657 年）　496
William Osler（1849〜1919 年）　215
William Shakespeare（1564〜1616 年）　 

 152, 574
Williamson 法，肝臓の診察　568
Winking Earlobe 徴候　482
Wunderlich（1815〜1877 年）　162, 164

X・Y・Z

X 脚　670
X 谷，静脈拍動　540

Y 谷
─，急峻な　543
─，静脈拍動　540

Zieman 法，ヘルニア　590
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