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RA ……………………34, 47

Ramsay鎮静スコア ……333

rapid sequence induction

………………………78, 242

Respiration ………………213

S字状曲線 ………………113

S領域 ……………………274

SaO2 ……………111, 113, 144

sedation …………………281

SF6 …………………206, 294
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Total flow…………………90
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CV ………………………189
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GCS …………42, 196, 216, 218

GI療法 ………………139, 156
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インサイト–AR …………257

インジゴカルミン ………203

インスリン
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咽頭形成術 ………………206
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インフォームドコンセント…28, 53

■■ う ■■
ヴィーン3GR ……………135

ヴィーンDR………………135

ヴィーンFR………………135

ウイルス性 ………………184
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右口角 ……………………234

右軸偏位 …………………204

右室圧 ……………………118
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汚染血液 …………………253
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開始液 ……………………135
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外筒 ………………………249
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開放性気胸 ………………221
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加温 …………………154, 219

加温過剰 …………………155
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下顎挙上…………29, 161, 231

過換気 ……………………179
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アーチファクト …………123
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悪性症候群 ………………155

握雪感 ……………………104
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悪夢 ………………………308
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アシドーシス …155, 166, 211
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アスピリン ………………179

アセチルコリン ……310, 311
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アダムストークス症候群…317

アダラートR ……………179

圧覚 ………………………174

圧縮空気 …………………66

圧トランスデューサー …255

圧迫 ………………………128

圧モジュール ……………75

圧ライン ……………254, 257

アトロピン …71, 80, 93, 150,

151, 155, 160, 166, 175, 192,
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………………157, 164, 315

アナペインR ……………276

アネキセートR …………304

アミトリプチリン ………58

アミノ酸 …………………184

アラーム ………………67, 74

アルカリ溶液 ………313, 314

アルカローシス ……166, 201
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アルチバR…………71, 75, 306
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α作用 ……………………313
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動薬……………………304
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アルブミン ………………184

アルブミン製剤 ……142, 215

アレルギー

………40, 44, 157, 210, 217

アレンテスト…44, 45, 254, 255

アロテックR ……………180

鞍上麻酔 …………………274

安静臥床 ……………175, 177

安全 ……………………22, 77

アンヒバR ………………329

アンプラーグR ……………57

アンブレートR ……………61

アンモニア ………………184
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胃管…30, 70, 188, 195, 247, 293

胃管誤挿入 ………………293

胃管挿入 …………70, 91, 292

息切れ ……………………204

息こらえ ………162, 163, 206

異型 ………………………179

異型輸血 …………………164

医原性 ……………………155

胃酸分泌亢進 ……………187

胃酸分泌抑制薬 …………187

維持…………29, 63, 76, 77, 82

維持液 ……………………135

意識 ……92, 95, 153, 158, 279
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――がない …………76, 79
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意識下挿管…188, 212, 214, 241

意識障害……41, 196, 215, 216, 
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意識低下 …………………222

意識レベル…38, 83, 94, 196, 218

意識レベル低下 …203, 338, 340

異臭感 ……………………157

維持輸液量 ………………136

異常血流 …………………120

異常高血圧 …………320, 321

異常構造物 ………………120

異常興奮 …………………308

異常事態 ……………62, 148

異常値 …………………96, 99

異常な反射 ………………82

移植片対宿主 ……………146

胃洗浄 ……………………149

イソジンR………111, 239, 253

イソゾールR………71, 75, 299

イソフルラン

…63, 67, 114, 216, 295, 297

イソプレナリン …………317

イソプロテレノール ……151

痛みがない ……………76, 79

イチョウ葉エキス ………58

一処置，一手洗い ………91

一回換気量

…85, 90, 114, 149, 188, 195

一回注入法 ………………275

一回投与 …………………331

一回拍出量 ……107, 108, 119

一般肝機能検査 …………184

一般尿検査 ………………29

胃内貯留 …………………247

胃内容 ……………………149

胃内容逆流 ………………195

胃内容除去 ………………292

胃内容物 …………………293

イノバンR

………312, 313, 323, 324, 325

イパラジンR ………………61

いびき ……………………103

イブプロフェン …………329

イベント ……………77, 212

イミプラミン ……………58

医療ガス配管設備 ………65

医療記録 …………………31

医療面接 …28, 32, 33, 34, 36, 47

医療用ガス ………………104

イレウス

…48, 138, 191, 192, 247, 294

入れ歯 ……………………40

陰茎 ………………………291

咽喉頭痛…………53, 337, 340
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関節リウマチ…34, 47, 190, 240

感染 ………………………193

完全覚醒 …………………189

感染症 ……………31, 44, 155

感染対策 …………………91

感染予防 ……………30, 253

甘草 ………………………58

肝臓 ………………………184

乾燥具合 …………………104

ガンツ ……………………118

環椎後頭関節 ……………41

貫通法 ……………………256
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肝動脈 ……………………184
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眼内圧上昇 ………………317

眼内ガス …………………294

眼内容物 …………………206
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顔面 ………………………98
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気化器 …………………67, 73
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気管カフ …………………199

気管吸引 …………………92
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気管支拡張 …………308, 317
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気管支カフ ………………199

気管支痙攣 …103, 148, 162, 163
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気管先端 …………………69
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気管粘膜 …………………127

気管の偏位 ………………41

気管分岐部 ………………199

危機管理 ………………24, 77
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希釈法 ……………………327
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キシロカインRゼリー ……70
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拮抗薬 ……………………81
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気道・口腔内分泌抑制 …317
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気脳症 ……………………294
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吸引圧 ……………………68
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片効き ……………………272

カタクロットR ……………57

片肺挿管 ………100, 101, 162

カタボンR ………………313
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――量 …………………246
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かゆみ ……………………333
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換気困難 ……………206, 207
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肝機能障害………58, 184, 297

眼球圧迫 ……………156, 205

眼球手術 …………………339

眼球心臓反射 ……………205

換気量 …87, 114, 164, 225, 293

換気量計 …………………75

換気量不足 ………………163

冠血管拡張 ………………322

冠血管拡張薬 ……………59

冠血管収縮 ………………179

冠血管攣縮 ………………322

観血的動脈圧 …30, 44, 70, 72, 

75, 87, 105, 106, 112, 179, 188

肝血流 …………184, 185, 186

還元ヘモグロビン ………112

肝硬変 ………40, 48, 184, 189

看護記録 …………………178

看護師 ……………………330

肝細胞機能 ………………185

肝細胞保護 ………………322

観察能力 …………………96

監視下鎮静管理 …………281

患者………………46, 329, 334

患者家族 …………………334

患者からの情報 …………96

患者監視装置 …………29, 30

患者管理 ………………32, 50

患者の安全 ……………82, 97

患者の拒否 ………………266

患者名 ……………………63

患者問題点 ………………334

患者リスク ………………134

肝障害……………40, 184, 185

肝静脈圧 …………………187

緩徐導入 …………………78

癌性疼痛 …………………305

肝切除術 …………………186

関節の可動性 ……………41

関節部 ……………………248

362 麻酔科研修チェックノート　改訂第 2 版 363索　引

索
　
引



空気注入 …………………244

空腹時血糖 ………………181

クエン酸中毒 ……………145

駆血 ………………………204

駆血帯 ……222, 249, 287, 288

くしゃみ …………………202

屈曲伸展障害 ……………44

クッション ………………128

くも膜 ……………………168

くも膜下腔 …………168, 272

くも膜下腔注入 …………175

ぐらつき …………………161
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クランプ …………………186

クリーゼ …………………155
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……………………79, 228
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グルコース ………………135
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経気管麻酔 …………240, 241
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経口摂取 ……33, 208, 210, 247
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経口挿管…………30, 229, 237
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経口薬 ……………………59
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………71, 87, 120, 179, 198
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頸切痕 ……………………262

継続薬………………54, 57, 59
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頸椎外傷 …………………220
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頸部外傷 …………………220
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痙攣 ………………………160
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血圧動揺 …………………155

血圧変動 …120, 178, 179, 266
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血管 …………………248, 249
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血管外漏出 ………………316
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血管抵抗 …………………107
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血管病変 …………………46
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吸引チューブ ………230, 237
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嗅覚 ………………96, 98, 104
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吸気弁 …………………74, 90

救急医学 …………………23

救急救命士 ………………243

救急症例 …………………247

救急蘇生 …………………24

救急部 ……………………280
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急性肝障害 ………………184
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急性障害 …………………184
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急性低血圧 ……312, 315, 316

急性水中毒 ………………203
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吸入薬 ……………………180

仰臥位 ……128, 129, 130, 228, 

240, 272, 283, 285

胸郭コンプライアンス

……………………188, 189
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胸部外傷 …………………218

胸部大動脈解離 …………217
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虚血性心疾患 ……31, 63, 153, 

178, 179, 181, 182, 183, 187,
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緊急開腹術 ………………221

緊急気管切開 ……………207

緊急時 ……………………312
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緊急手術……31, 46, 48, 50, 56, 

191, 192, 208, 211
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緊急度 ………………208, 212

緊急ペーシング …………316

緊急薬剤 …………………23

筋強直 ……………………155

筋強直型ジストロフィー…299

筋緊張 ……………………213

菌血症 ……………………170

筋弛緩 …23, 76, 79, 80, 86, 95, 

97, 124, 168, 174, 180, 191,

192, 193, 195

筋弛緩効果延長 …………321

筋弛緩作用 ………………167

筋弛緩作用を減弱 ………196

筋弛緩増強 ………………58

筋弛緩の残存 ……………126

筋弛緩のリバース …80, 154

筋弛緩モニター ……105, 124, 

125, 154, 188, 196, 310

筋弛緩薬……29, 48, 63, 75, 76, 

78, 79, 81, 92, 93, 111, 124,
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309, 321

筋弛緩薬拮抗薬 …………310

筋弛緩薬の拮抗 …………125

筋弛緩薬の追加 …………125

筋弛緩薬のリバース ……181

筋収縮反応 ………………124

筋線維束攣縮 ……………310

筋注用ケタミン …………308

緊張状態 …………………166

緊張性気胸 …108, 218, 221, 258

筋電図 ……………………123

筋皮神経 …………………282

筋力の低下 ………………222

■■ く ■■
区域麻酔 ……………………

148, 167, 195, 202, 281, 282
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硬膜外鎮痛………26, 193, 201

硬膜外投与 ………………328

硬膜外膿瘍 ………………176

硬膜外併用 ………………26
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硬膜外麻酔併用 …………192

硬膜下腔 …………………168
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呼気CO2 …………………179
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呼気終末 …………………117
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…………………………72
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呼気中 ……………………92
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85, 87, 90, 92, 103, 114, 195

呼吸回路 …67, 73, 74, 100, 103

呼吸回路フィルタ ………70

呼吸管理 ……………29, 149

呼吸器症状 …………157, 159
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呼吸筋力低下 ……………192

呼吸困難 ……………157, 203
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呼吸状態 …………87, 93, 211

呼吸状態悪化 ……………156

呼吸数 ……………84, 95, 149
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呼吸パターン…87, 92, 95, 100
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骨髄抑制 …………………295
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昏睡 ………………………203
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サクシニルコリン…166, 206, 310

サクシンR……………183, 310
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左房 …………………87, 118

――圧 …………………118

――逆流 ………………87

左方移動 …………………113

作用時間 …………………276

血算 …………29, 88, 140, 209
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血糖値 ……………………47

血糖電解質測定 …………30

血流増加 …………………193
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後遺症 ……………………170
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口渇 …………………158, 222
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効果部位濃度 ……………301
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交感神経 ……………169, 174
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交感神経抑制 ……………299
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抗凝固薬 ……………189, 266
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航空機搭乗 ………………206
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口腔内異味感 ……………157
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74, 188, 206, 227, 230, 237
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高血圧症 …………………165

抗血小板作用 ……………57

抗血小板薬 …………189, 266

抗血栓薬 …………………57

高血糖 …154, 181, 197, 198, 216
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膠原病 ………34, 47, 178, 190

硬口蓋 ……………………246

抗甲状腺薬 ………………59
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高砕石位 ……………128, 130
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膠質浸透圧 ………………140

膠質輸液 …………………137

後縦靭帯 …………………168
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甲状腺機能亢進症
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甲状腺疾患 ………………47

甲状軟骨 ……………234, 241

抗スラッジング作用 ……138

向精神薬………………58, 155

合成能 ……………………184

抗生物質 …………………83

拘束性換気障害 ……130, 131

後側方開胸 ………………201

高体温 ……………………155

高炭酸ガス血症…150, 154, 179

紅潮 ………………………98

高張食塩水 ………………203

抗てんかん薬 ……………59

喉頭 ………………………245

喉頭蓋 ……………………233

喉頭鏡 ……68, 69, 74, 92, 230, 

232, 233, 237, 242, 243, 293

喉頭鏡ブレード挿入…232, 238

喉頭痙攣 ……………103, 206

喉頭展開……30, 43, 78, 79, 84, 

161, 234, 235, 242

喉頭展開困難 ………43, 240

喉頭浮腫 ……………101, 157

喉頭マスクエアウェイ …243

高度肝不全 ………………185

高二酸化炭素血症 …………

111, 164, 165, 166, 193, 194

高熱 ………………40, 49, 150

高濃度酸素 ………………326

抗パーキンソン薬 ………59

広範囲脊椎麻酔 …………156

高比重 …………269, 273, 274

抗不安作用 ………………303

項部硬直 …………………176

抗不整脈 …………………156

抗不整脈薬

………30, 59, 111, 151, 153

興奮………… 94, 160, 279, 336

硬膜 ………………………168

硬膜外 ……………………278

硬膜外カテーテル

………………84, 275, 278

硬膜外腔 …168, 177, 278, 279

硬膜外血腫………53, 176, 190

硬膜外針 …………………275
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主気管支 …………………199

主治医 ……32, 35, 83, 210, 334

手術 ………………………91

手術延期 …………………184

手術開始 …………………86

手術側 ……………………199

手術器具台 ………………68

手術刺激…80, 82, 150, 165, 166
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手術室入室 ………………83
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腫脹 ………………………104
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術後 ………………………326
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術後回復室 ………………94
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術後合併症管理 ……334, 335

術後管理 ………189, 193, 334

術後高血圧 …………336, 340

術後硬膜外鎮痛 …………26
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術後出血 …………………207
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術後疼痛管理……30, 201, 328
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術者 ………………………91
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術前診察 …33, 35, 51, 229, 230
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術前内服薬 ………………54
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潤滑剤 ……………………120
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循環器症状 ………………157
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循環血漿量 ………………143
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循環動態不安定 …………191
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循環抑制 ……………299, 300
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除細動 ……………………150
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消化管運動抑制 …………317

消化管潰瘍 ………………48
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酸塩基平衡 ………………88

酸化ヘモグロビン ………112

三環系抗うつ薬 …………58

三尖弁閉鎖 ………………117

酸素…………63, 65, 66, 67, 73

酸素運搬能の改善 ………40

酸素運搬量 ………………144

酸素化 ……………………97

酸素解離曲線 ………112, 113

酸素含有量 ………………144

酸素吸入 ……78, 79, 161, 231

酸素供給圧 ………………65

酸素消費量増加 …………335
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酸素濃度計…………67, 72, 73
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酸素必要量 ………………184

酸素フラッシュ ………67, 73

酸素分圧 …………………112
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酸素マスク ………………327
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散瞳 …………………153, 317
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■■ し ■■
次亜塩素酸ナトリウム …253

ジアゼパム …………153, 303

シーソー呼吸 …100, 101, 161

ジェネリック ……………61

歯牙 ………………………40

視覚 ……………………96, 98

歯牙損傷 ……53, 148, 161, 234

歯牙の動揺性 ……………40

時間経過 …………………92

耳管閉塞 …………………294

色素 ………………………203

ジギタリス ………………147

ジギタリス血中濃度 ……59

ジギタリス製剤 ………58, 59

ジギタリス中毒 …………317

子宮切迫破裂 ……………213

子宮胎盤血流 ……………316

始業点検指針 ……………97

死腔 ………………………289

死腔容積 …………………289

シグマートR…………322, 324

ジクロフェナック ………329

止血 ………………………218

事故 ………………………23

――状況 ………………217

――抜管 ………………207

指交差法 …………………232

自己血パッチ ………176, 177

自己調節鎮痛 ……………193

自己調節能 ………………179

持参薬 ……………………54

四肢末梢の温度 …………87

四肢末梢の変形 …………47

四肢麻痺 …………………156

四肢誘導 …………………110

耳出血 ……………………220

視診 …………………98, 235

自然治癒 …………………176

歯槽膿漏 …………………161

持続硬膜外鎮痛 …………186

持続注入 ………168, 275, 331

持続鎮痛法 ………………328

持続投与 ……………327, 331

持続法 ……………………284

舌 …………………………234

舌出し ……………………92

室温 ………………………154

膝胸位 …………128, 131, 156

失見当識 …………………158

失神発作 …………………47

湿性ラ音 …………………203

執刀 ………………………86

執刀医 ……………………334

執刀時刻 …………………56

失明 ………………………206

指導医 …………………77, 95

自動血圧計 …………105, 106

児頭骨盤不均等 …………213

刺入点 ……………………263

自発呼吸………92, 93, 100, 114, 

115, 160, 162, 204, 243, 247, 311
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94, 95, 116, 192, 197, 212, 335

ジブカイン ………………268

脂肪 ………………………205

脂肪/ガス ………………295

脂肪肝 ……………………187

脂肪酸 ……………………205

脂肪塞栓 ………204, 205, 222

死亡例 ……………………204

シミュレーション ………34

斜角筋間法 ………………282

蛇管 …………………………

69, 70, 73, 103, 162, 163, 238

蛇管接続 …………………84

蛇管立て ………………70, 85

尺骨神経 ………124, 125, 282

尺骨神経麻痺 ……………130

尺骨動脈 ……………45, 255

尺側正中皮静脈 …………251

尺側皮静脈 …………251, 265

ジャクソンスプレー ……242

ジャクソンリース …223, 224

若年女性 …………………175

ジャックナイフ体位 ……156

しゃっくり

……148, 149, 153, 246, 303

シャント開存 ……………183

縦隔気腫 …………………194

収縮期 ……………………107

収縮期圧 …105, 106, 178, 317

収縮期血圧 …106, 107, 140, 158

収縮性心膜炎 ……………299

収縮力 ……………………87

周術期 ……22, 40, 59, 61, 210

重症患者 ……………24, 208

重症患者管理 ……………248

重症筋無力症 ……………299

重症糖尿病 ………………46

重炭酸 ……………………135

重炭酸ナトリウム ………313

集中治療………23, 24, 215, 304

周波数 ……………………123

重要臓器 …………………179

手関節 ………………250, 255

手技 ……………………5, 275
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深呼吸 ……53, 78, 79, 84, 201

診察 ……………32, 33, 34, 47

心雑音 ……………………102

心仕事量増大 ……………189

心疾患 ………………141, 242

心室細動 ……………150, 153

心室自由壁破裂 …………217

心室性頻拍 …………150, 316

心室性不整脈 ………110, 319

心室中隔穿孔 ……………217

心収縮能 …………………120

心収縮力
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侵襲ストレス ……………181

侵襲度 ……………………133
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新生児 ……………………230
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新鮮凍結血漿 ………140, 143

心臓 ………………………47

心臓外傷 …………………217
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腎体位 ……128, 129, 131, 156
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診断名 ……………………63

身長 …………………63, 187
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心電図モニター …………110

浸透圧 ……………………135

腎動脈 ……………………315

心嚢ドレナージ …………221

心肺機能 ………………38, 50

心肺機能低下 ………153, 266
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心肺停止患者 ……………243

心拍出量 …105, 118, 119, 144, 

185, 188, 193, 195, 335
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心房粗動 …………………318

深麻酔 ……………………180
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膵損傷 ……………………221

水分過多 …………………335

髄膜炎 ……………………176

髄膜刺激症状 ……………176
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頭蓋内圧亢進
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頭蓋内疾患 …………335, 338

頭蓋内出血 …………197, 320
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ストッパー ………………69
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ずり応力 …………………99
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清潔操作 …………………91
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声帯 ……………234, 238, 242

正中神経 ……………251, 282
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脊椎の変形 ………………44
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咳反射 ……………………92
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上気道感染 ………………34
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上肢 …………………248, 249

硝子体内 …………………206
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