
記　号
％IBW …………………………… 199
％肺活量 …………………………… 36

数　字
1回換気量 ……………………… 199
1回尿 ………………………………… 23
Ⅰ型アレルギー ……… 244, 245
Ⅰ型高脂血症 …………………… 65
1型糖尿病 ………………………… 53
Ⅰ度熱傷 ………………………… 236
1秒率 ………………………… 36, 198
1秒量 ………………………… 36, 198
1,5-AG値 ………………………… 59
1,5-アンヒドログルシトール値
 ……………………………………… 59
Ⅱa型高脂血症 ………………… 65
Ⅱb型高脂血症 ………………… 65
Ⅱ型アレルギー ……………… 245
2型糖尿病 ………………………… 53
Ⅱ度熱傷 ………………………… 237
Ⅲ型アレルギー ……………… 245
Ⅲ型高脂血症 …………………… 65
Ⅲ度熱傷 ………………………… 237
Ⅳ型アレルギー ……………… 245
Ⅳ型高脂血症 …………………… 65
5-ASA製剤 …………………… 106
5-アミノサリチル酸製剤 … 106
Ⅴ型高脂血症 …………………… 65
5の法則 ………………………… 237
9の法則 ………………………… 237
12誘導心電図 ………………… 146
17-KS ……………………………… 92
17-OHCS ………………………… 92
24時間ホルター心電図検査
 …………………………………… 146
75g経口ブドウ糖負荷試験
 ……………………………………… 58

欧　文

A, B
A/G比 ……………………………… 29
α-グルコシダーゼ阻害薬 … 61
α1-アンチトリプシンクリアラン
ス試験 ………………………… 108
α1アンチトリプシン ……… 197
ABI ………………………………… 139
αβ遮断薬 ……………………… 146
ACE阻害薬
 …… 134, 137, 141, 145, 158
ACTH ……………………………… 87

Adams-Stokes発作 …… 148
ADH ………………………………… 87
ADH不均衡症候群 …………… 88
ADH分泌異常症候群………… 80
AED ………………………………… 148
Af …………………………………… 148
AF …………………………………… 148
AFL ………………………………… 148
AFP ………………………………… 123
AGN ……………………………… 156
AIDS ……………………………… 246
ALL ……………………………………215
ALP ……………………… 31, 90, 115
ALT …………………………… 31, 115
AMI ………………………………… 140
AML …………………………………215
Anderson病 …………………… 77
APC ……………………………… 146
APC遺伝子 ………………………110
APTT ………………………………… 28
ARB
 …… 134, 137, 141, 145, 158
ASK …………………………………… 33
ASO ………………………………… 33
AST …………………… 31, 115, 141
ATL ………………………………… 216
AVB ………………………………… 148
A型肝炎ウイルス ………………115
A型急性肝炎 ……………………115
A群β溶連菌 ………………… 193
αリポたんぱく質 ……………… 64
β2刺激薬 ……………… 199, 202
β3アドレナリン受容体 ……… 69
Barrett食道 …………………… 99
BI …………………………………… 237
BIA ………………………………… 231
Biot呼吸 …………………………… 17
BMI ……………………………… 16, 71
BNP ………………………………… 136
body mass index …………… 71
BUN ………………………………… 31
B型肝炎ウイルス ………………116
B型急性肝炎………………………116
B型慢性肝炎 ……………………118
β細胞 ……………………………… 52
β遮断薬 … 137, 140, 141, 145
βリポたんぱく質 ……………… 64

C～E
Ca ……………………………………… 32
CA19-9 ……………………………111
CAPD ………………………………171
CAT質問票 …………………… 197
CCA ……………………………… 186
CCU ………………………… 47, 141

CD4陽性Tリンパ球 ……… 246
CEA……………………………111, 202
CGN ……………………………… 156
Cheyne-Stokes呼吸 ……… 17
Child-Pugh分類 ………………119
CK……………………………… 31, 141
CK-MB ……………………… 31, 141
CK-MM …………………………… 31
CKD ……………………………… 169
CKD-MBD ………………………171
Cl ……………………………………… 32
CLL ………………………………… 216
CML …………………………………215
CMV ……………………………… 158
CO2ナルコーシス …………… 201
COPD …………………………… 196
Cori病 ……………………………… 77
CR …………………………………… 36
CRP …………………………… 33, 141
CT ……………………………………… 36
CTR拡大 ………………………… 136
CYFRA21 ……………………… 202
C型肝炎ウイルス ………………117
C型急性肝炎 ……………………117
C型慢性肝炎 ……………………118
C反応性たんぱく質 …… 33, 141
D-ダイマー ……………………… 150
D-ペニシラミン ………… 78, 250
DB ………………………………… 237
DDB ……………………………… 237
DESIGN-R®  ………………… 239
DESIGN®  ……………………… 239
DIP ………………………………… 177
DPP-4阻害薬 …………………… 61
DVT ………………………………… 149
DXA法 …………………………… 227
ε4多型 ………………………… 183
EB …………………………………… 237
EBM ………………………………… 41
eGFR ……………………………… 163
EPA …………………………………… 68
ERCP ……………………………… 124
ER方式 ……………………………… 47
ESWL ………………………………174
ES細胞 ……………………………… 46
evidence-based medicine
 ……………………………………… 41

F, G
FAP ……………………………………110
FDP ………………………………… 220
FFA …………………………………… 73
FGS ………………………………… 162
Finland型ネフローゼ症候群
 …………………………………… 160

flapping tremor ……………119
FOFIRINOX療法 …………… 129
Friedewaldの式 ……………… 30
FSGS ……………………………… 162
FSH …………………………… 86, 259
f波 ………………………………… 148
F波 ………………………………… 148
G-6-PD異常症 …………………212
γ-GT ………………………… 31, 115
γ-GTP ……………………… 31, 115
γ-グルタミルトランスペプチ
ダーゼ …………………………… 31
GAD ………………………………… 53
GERD………………………………… 98
GFR ………………………………… 165
GH …………………………………… 86
GIP …………………………………… 61
GLP-1 ……………………………… 61
GLP-1受容体作動薬 ………… 62
GnRH……………………………… 259
GnRHアナログ ……………… 257
GOT ………………………… 31, 115
GPT …………………………… 31, 115
Graaf卵胞 ……………………… 254

H～J
H. pylori 感染症 …………… 101
HAV …………………………………115
Hb …………………………………… 208
HbA1c ………………………… 29, 58
HBc抗原 ……………………………116
HBc抗体 ……………………………116
HBe抗原 ……………………………116
HBe抗体 ……………………………116
HBs抗原 ……………………………116
HBs抗体 ……………………………116
HBV …………………………………116
HCC ……………………………… 123
HCV …………………………………117
HCV-RNA …………………………117
HCVマーカー ……………………117
HCV遺伝子型 ……………………118
HCV抗体 …………………………117
HDL …………………………………… 64
HDLコレステロール ………… 31
HDS-R …………………………… 183
Henoch-Schonlein紫斑病
 …………………………………… 158
HFpEF …………………………… 135
HFrEF …………………………… 135
HIV ………………………… 158, 246
HIV抗体 ………………………… 246
HLA ………………………………… 53
HMG-CoA還元酵素阻害薬
 ……………………………………… 68

索 引

274 ● 栄養科学イラストレイテッド



HOMA-R ………………………… 53
HOT ……………………………… 199
HPV………………………………… 255
Ht …………………………………… 208
HTLV-1 ………………………… 216
IAA …………………………………… 53
IBD ………………………………… 105
IBS ………………………………… 108
ICA …………………………………… 53
ICD ………………………………… 148
ICU …………………………………… 47
IDL ……………………………… 29, 64
IgA腎症 ………………………… 158
IgE抗体 ………………… 201, 244
IgM型HA抗体 …………………115
IgM型HBc抗体 ………………116
IgM抗体価 ………………………… 34
ILCP …………………………………176
IMT ………………………………… 139
informed consent ………… 41
iPS細胞 …………………………… 46
Japan Coma Scale ………… 19
JCS …………………………………… 19

K～N
K  ……………………………………… 32
K-ras遺伝子 ………………………110
Kent束 …………………………… 148
Krukenberg腫瘍 … 100, 254
Kussmaul呼吸 ………………… 17
kwarshiorkor ………………… 51
L-ドーパ ………………………… 186
LD ……………………… 31, 115, 141
LDH …………………………… 31, 115
LDL ……………………………… 29, 64
LDLアフェレーシス …………… 43
LDLコレステロール …………… 29
LDL吸着療法 …………………… 43
LDL受容体 ……………………… 29
LES ………………………………… 103
LH ……………………………… 86, 259
LPL …………………………………… 64
Mallory-Weiss症候群 …… 99
marasumus …………………… 51
maturity onset diabetes 
of the young ……………… 54
MCH ……………………………… 208
MCHC …………………………… 208
MCNS ………………………………161
MCV ……………………………… 208
Menetrier病 ………………… 107
Mini-Mental State 
Examination ……………… 183
mMRC質問票 ………………… 197
MMSE …………………………… 183
MODY ………………………… 53, 62
MPGN …………………………… 162
MRCP …………………………… 124

MRI …………………………………… 37
MRSA …………………………… 195
Mたんぱく質 ……………………… 29
Na ……………………………………… 32
NADH …………………………… 122
NADH/NAD ………………… 122
NAFL …………………………………121
NAFLD ………………………………121
NASH ………………………………121
NERD ……………………………… 98
NF-κB …………………………… 125
NICU ………………………………… 47
NPUAP ………………………… 239
NS …………………………………… 160
NSAIDs ………… 100, 248, 249
NSE ………………………………… 202
NYHA分類 …………………… 135

O～R
OGTT ……………………………… 58
OMI ………………………………… 140
OPCA …………………………… 186
OT ……………………………………… 45
PAC ………………………………… 146
PaCO2 ……………………………… 36
PAI-1 ………………………………… 73
PaO2 ………………………………… 36
PAS染色 …………………………… 34
PCPS ……………………… 136, 150
PCR …………………………………… 34
PEM ………………………………… 51
PET …………………………… 37, 183
PIH ………………………………… 145
PIVKA-Ⅱ ……………………… 123
PK異常症 …………………………212
PL ……………………………………… 62
PMS ……………………………… 258
Pompe病 ………………………… 77
PPI …………………………… 99, 100
PPN …………………………………… 41
Pro-GRP ……………………… 202
PSA血液検査 ………… 176, 178
PSVC ……………………………… 146
PSVT ……………………………… 146
PT ……………………………………… 28
PTH …………………………………… 89
PVC ………………………………… 146
P波 …………………………………… 35
QFT …………………………………… 34
QFT TB-3G …………………… 196
QRS波 ……………………………… 35
RBC ……………………………… 208
Refeeding症候群 ………… 182
RP …………………………………… 177
RPGN …………………………… 156
RSウイルス …………………… 193

S～Z
SaO2 ………………………………… 36
SCC ……………………………… 202
Schnitzler転移 ……………… 100
Schoenlein-Henoch 
purpura ……………………… 218
SDB ………………………………… 237
SDS ………………………………… 186
Seldinによる
腎不全病期分類 …………… 165
SERM …………………………… 228
SGLT-2阻害薬 ………………… 61
SLE ………………………… 158, 186
SLX ………………………………… 202
small dense LDL …………… 64
SNRI ……………………………… 187
spasm …………………………… 139
SPECT ……………………… 37, 183
SSRI ……………………………… 187
SSS ………………………………… 148
ST ……………………………………… 45
SU薬 ………………………………… 60
T-Bil ………………………………… 31
t-PA ………………………… 150, 151
T3 ……………………………………… 88
T4 ……………………………………… 88
TG ……………………………………… 62
TIA ………………………………… 150
TNF-α ……………………………… 73
TNM分類 ……………………… 202
TPN …………………………………… 41
TRH…………………………………… 88
TRH製剤 ………………………… 186
TS-1 ……………………………… 129
TSH ……………………………… 87, 88
TSH受容体抗体 ………………… 88
TUR-BT ………………………… 177
TUR-P ………………………………176
T波 …………………………………… 35
T波の平定化 ……………………… 80
UCP-1 ……………………………… 69
UES ………………………………… 103
UN …………………………………… 31
Vf …………………………………… 148
Virchow転移 ………………… 100
vital sign ………………………… 16
VLAP …………………………………176
VLCD ………………………………… 72
VLDL …………………………… 29, 63
VLDLレムナント ……………… 64
VMA ………………………………… 93
von Gierke病 ………………… 76
VPC ………………………………… 146
VT …………………………………… 147
WPW症候群 ………………… 148
X線検査 …………………………… 36
YAM ……………………………… 227

Ziehl-Neelsen染色法 ……… 34

和　文

あ
アカラシア ……………………… 104
アキレス腱肥厚 ………………… 65
亜区域気管支 ………………… 193
悪液質 ……………………………… 51
悪性腫瘍 ………………………… 268
悪性貧血 ……………………………211
悪性リンパ腫 ………………………217
足関節上腕血圧比 ………… 139
アジソン病 ………………………… 93
アシドーシス ……………… 81, 199
アスパラギン酸アミノトランス
フェラーゼ ………………………141
アスピリン …………………………141
アスピリン少量療法 ……………141
アスベスト ……………………… 202
アセチルコリン分解酵素
阻害薬 ………………………… 184
圧迫性萎縮 ……………………… 267
アディポサイトカイン ………… 73
アディポネクチン ……………… 73
アデノウイルス ………………… 193
アテローム ……………………… 138
アテローム血栓性脳梗塞 ……151
アトピー性皮膚炎 …………… 244
アトピー素因 …………………… 244
アドレナリン …………… 244, 246
アナフィラキシーショック 244
アニサキス ……………………… 102
アフタ性舌炎 ……………………… 98
アブラキサン®  ……………… 129
アブレーション ……………… 146
アポたんぱく質 ………………… 62
アポトーシス …………………… 267
アポトーシス小体 …………… 267
アポリポたんぱく質E遺伝子
 …………………………………… 183
アミノビフェニル …………… 177
アミノフィリン ………………… 202
アミラーゼ ………………………… 31
アミロイドβたんぱく質 … 183
アミロイド前駆たんぱく質
 …………………………………… 183
アミロイド変性 ……………… 266
アモキシシリン………………… 103
アリセプト®  …………………… 184
アルカリ性尿 ……………………… 25
アルカリホスファターゼ
 ………………………… 31, 90, 115
アルカローシス …………… 82, 199
アルコール依存症 …………… 184
アルコール性肝疾患 ………… 122
アルコール性脂肪肝 ……………121
アルツハイマー病 …………… 183

275臨床医学　疾病の成り立ち　改訂第 2版 ●

index



アルテプラーゼ …………………151
アルドステロン拮抗薬 …… 134
アルブミン ………………………… 29
アレルギー疾患 ……………… 244
アレルギー性血管炎 ………… 218
アレルギー性紫斑症 ……… 218
アレルギー反応 ……………… 245
アレルゲン ……………………… 201
アレルゲン特異的 IgE抗体
 …………………………………… 244
アロプリノール …………………… 75
アロマターゼ阻害薬 ………… 257
アンギオテンシノーゲン …… 73
アンギオテンシンⅡ受容体
拮抗薬 ………………… 134, 158
アンギオテンシン変換酵素
阻害薬 ………… 134, 158, 250
アンキリン …………………………212
暗順応障害 ………………………… 79
安静吸気位 ……………………… 199
安静呼気位 ……………………… 199
安静時狭心症 ………………… 140
安静時心電図検査 ………………141
アンダーソン病 ………………… 77
安定狭心症 ……………………… 140
安楽死 ……………………………… 48

い
胃MALTリンパ腫 …………… 102
胃アニサキス症 ……………… 102
胃炎 …………………………………… 99
医学的リハビリテーション … 45
胃過形成性ポリープ ………… 102
胃がん ……………………………… 100
異型 ………………………………… 269
異型狭心症 ……………………… 140
異型性 …………………………… 269
異形成 …………………………… 268
胃酸分泌抑制薬 ……………… 100
意識障害 …………………………… 19
意識清明 …………………………… 19
意識レベル ………………………… 19
胃・十二指腸潰瘍 …………… 100
萎縮 …………………………… 20, 267
胃縮小術 …………………………… 72
萎縮性胃炎 ……………………… 100
萎縮性舌炎 ………………………… 97
異常伝導路の焼却術 ……… 146
異常ヘモグロビン症 ……………212
異食症 …………………………… 209
移植臓器 ………………………… 245
胃食道逆流症 …………………… 98
石綿 ………………………………… 202
胃切除後症候群 ……………… 105
一次救急 …………………………… 46
一次結核 ………………………… 195
一次止血 …………………………… 28
一次性関節症 ………………… 229

一次性急速進行性腎炎 …… 157
一次性ネフローゼ症候群 ……161
一次性慢性腎炎 ……………… 158
一次的治癒 ……………………… 266
一過性脳虚血発作 ………… 150
逸脱酵素 ……………………………115
一般食 ……………………………… 41
一般臨床検査 …………………… 25
遺伝子組み換え組織プラスミノー
ゲン活性化因子 …………… 150
遺伝性球状赤血球症 …………212
遺伝性消化管ポリポーシス …110
遺伝性非ポリポーシス
大腸がん …………………………110
遺伝性肥満 …………………… 18, 68
イナビル®  ……………………… 194
疣 …………………………………… 236
イライラ食い ……………………… 70
イリノテカン …………………… 203
医療面接 …………………………… 15
イレウス …………………… 22, 109
イレッサ®  ……………………… 203
陰イオン交換樹脂 ……………… 68
インクレチン ……………………… 61
インスリノーマ関連抗原2抗体
 ……………………………………… 53
インスリン ………………………… 52
インスリン依存状態 …………… 54
インスリン自己抗体 …………… 53
インスリン受容体 ……………… 52
インスリン製剤 …………………… 61
インスリン抵抗性 ……………… 53
インスリン非依存状態 ……… 55
インスリン療法 …………………… 61
陰性適中度 ………………………… 25
陰性予測値 ………………………… 25
インターフェロン …………………118
インターフェロンα ……………217
咽頭期 …………………………… 103
咽頭筋 …………………………… 103
咽頭結膜熱 ……………………… 193
院内肺炎 ………………………… 195
インピーダンス法 ……………… 71
インフォームド・コンセント … 41
インフルエンザ ……………… 193
インフルエンザウイルス … 193

う
ウイルス検査 ……………………… 34
ウイルス抗原 ……………………… 34
ウイルス抗原迅速診断キット
 …………………………………… 194
ウイルソン病 ……………… 78, 120
ウイルヒョウ転移 …………… 100
植え込み型除細動器 ……… 148
ウエスト/ヒップ比 …………… 71
ウエスト周囲長 ………………… 71

ウェルニッケ・コルサコフ
症候群 ………………… 123, 184
ウェルニッケ脳症 ……… 79, 123
う歯 …………………………………… 97
う蝕 …………………………………… 97
右心不全 ………………………… 134
打ち抜き像 ……………………… 218
うつ ………………………………… 187
うっ血性心不全 ……… 134, 146
うっ血乳頭 ……………………… 188
うつ状態 ………………………… 187
ウルソデオキシコール酸 ……118
ウレアーゼ ……………………… 102
ウロビリノーゲン ……………… 26
運動器官症状 ………………… 259
運動失調 ………………… 184, 186
運動耐容能 ……………………… 197
運動負荷心筋シンチグラフィ
 …………………………………… 140
運動負荷心電図 ………………… 35
運動負荷心電図検査
 …………………………… 140, 146
運動麻痺 …………………………… 21
運動療法 …………………………… 42

え
栄養・食事療法 ………………… 41
栄養失調 …………………………… 51
栄養障害 …………………………… 51
栄養素 ……………………………… 29
栄養輸液製剤 …………………… 42
栄養療法 …………………………… 41
えくぼ徴候 ……………………… 257
エコーウイルス ……………… 193
エコー検査 ………………………… 37
エコノミークラス症候群 … 149
壊死 ………………………………… 266
壊死性膿皮症 ………………… 107
エスカー ………………………… 237
エストロゲン …… 224, 255, 259
エストロゲン依存性 ………… 256
エゼチミブ ………………………… 68
エフオーワイ®  ………………… 126
エラー蓄積説…………………… 264
エリスロポエチン …… 164, 214
エルスワース・ハワード試験
 ……………………………………… 90
エルロチニブ …………………… 203
嚥下困難 …………………………… 21
嚥下障害 ………………………… 103
嚥下性肺炎 ……………………… 195
嚥下中枢 ………………………… 103
嚥下反射 ………………………… 103
塩酸ペンタゾシン …………… 126
炎症 ………………………………… 264
炎症期 …………………………… 236
炎症性ケミカルメディエーター
 …………………………………… 264

炎症性腸疾患 ………………… 105
炎症性メディエーター ……… 201
炎症マーカー ……………………… 33
円柱 …………………………………… 26
エンピリック治療 ……………… 41

お
嘔気 …………………………………… 21
黄色期 …………………………… 239
黄体化ホルモン ………………… 86
黄体形成ホルモン …………… 259
黄体ホルモン薬 …………………176
黄疸 …………………… 20, 115, 212
嘔吐 …………………………………… 21
応力 ………………………………… 238
オーダーメイド医療 …………… 46
オートファジー ………………… 267
オートファジー細胞死 ……… 267
小川培地 …………………………… 34
オキシトシン ……………………… 87
小口症 …………………………… 250
悪心 …………………………………… 21
オセルタミビル ……………… 194
オリーブ橋小脳萎縮症 …… 186

か
外因系凝固反応 ………………… 28
回帰性 …………………………… 146
壊血病 ……………………………… 79
外呼吸 …………………………… 193
カイザー・フライシャー角膜輪
 ……………………………… 78, 121
概日リズム睡眠障害 …………… 22
外傷性舌炎 ………………………… 97
咳嗽 ………………………………… 193
改定長谷川式簡易知能評価
スケール ……………………… 183
回転性めまい …………………… 19
外分泌腺障害 ………………… 250
潰瘍 …………………………… 20, 236
潰瘍性大腸炎 ………………… 106
外用薬 ……………………………… 42
外来随時血圧測定 …………… 143
カイロミクロン ……………… 29, 63
カイロミクロンレムナント
 ………………………………… 29, 64
カウプ指数 ………………………… 72
楓糖尿症 …………………………… 78
化学療法 ………………………… 203
過換気 ……………………………… 17
下気道 …………………………… 193
核医学検査 ………………………… 37
核酸アナログ ………………………118
核酸増幅検査 ………………… 247
核酸同定法 ……………………… 196
覚醒レベル ………………………… 19
喀痰 ………………………………… 193
喀痰検査 …………………………… 23

276 ● 栄養科学イラストレイテッド



喀痰調整薬 ……………………… 199
喀痰塗抹検査 ………………… 196
拡張期血圧 ………………… 16, 142
拡張不全 ………………………… 134
角膜輪 ……………………………… 65
過形成 …………………………… 268
鵞口瘡 ……………………………… 98
過呼吸 ……………………………… 17
餓死 …………………………………… 51
下肢静止不能症候群 ………… 23
過食 …………………………… 70, 182
下垂体後葉ホルモン ………… 87
下垂体性巨人症 ………………… 87
下垂体性小人症 ………………… 87
下垂体性低身長症 ……………… 87
下垂体前葉ホルモン ………… 86
化生 ………………………………… 268
仮性球麻痺 ……………………… 104
仮性憩室 ……………………………111
仮性肥大 ………………………… 267
かぜ症候群 ……………………… 193
画像検査 ………………………23, 36
家族性Ⅲ型高脂血症 ……64, 66
家族性Ⅳ型高脂血症 ………… 66
家族性アルツハイマー病 … 183
家族性高コレステロール血症
 …………………………………64, 65
家族性高脂血症 ………………… 65
家族性大腸腺腫症 ……………110
家族性複合型高脂血症 ……… 65
家族歴 ……………………………… 15
過多月経 ………………………… 257
片麻痺 ……………………… 21, 188
かため食い ………………………… 70
カタル ……………………………… 193
カタル性舌炎 ……………………… 98
脚気 …………………………………… 79
脚気心 …………………………… 134
喀血 …………………………………… 20
褐色細胞腫 ………………… 93, 142
褐色脂肪細胞 …………………… 69
活性化部分トロンボプラスチン
時間 ………………………………… 28
カットオフ値 ……………………… 24
家庭血圧測定 ………………… 143
カテコールアミン
 …………………52, 91, 136, 142
寡動 ………………………………… 185
化膿性炎 ………………………… 264
下半身肥満 ………………………… 70
痂皮 …………………………… 20, 266
過敏性腸症候群 ……………… 108
カプートメドゥーサ ……………119
下部消化管疾患 ……………… 105
下部消化管内視鏡検査 ……… 37
下部食道括約筋 ……………… 103
花粉症 …………………………… 245
ガベキサートメシル酸塩 … 126

カヘキシー ………………………… 51
過飽和胆汁 ……………………… 124
鎌状赤血球貧血症 ……………213
過眠症 ……………………………… 22
仮面高血圧 ……………………… 143
仮面様顔貌 ……………………… 185
ガラクトース血症 ……………… 77
カリウム ……………………………… 32
カリウムイオン交換樹脂 … 164
カリウム異常症 ………………… 80
顆粒変性 ………………………… 266
カルシウム ………………… 32, 228
カルシウム異常症 ……………… 80
カルシウム拮抗薬
 …………… 105, 140, 145, 146
カルシウム代謝 ……… 225, 226
カルシトニン
 ……………… 81, 88, 224, 228
カルチノイド腫瘍 …………… 202
カルテ ………………………………… 15
ガレノスの5徴候 …………… 264
がん悪液質 ………………………… 51
がん遺伝子 ……………………… 270
肝炎ウイルス ………………………115
陥凹 ………………………………… 257
緩解維持療法 ………………… 106
緩解導入療法 ………………… 106
肝がん……………………………… 123
眼乾燥 …………………………… 250
肝機能検査 ………………………… 28
眼球突出 …………………………… 88
ガングリオシド ………………… 186
間欠的空気圧迫法…………… 150
観血的治療 …………………………141
間欠熱 ……………………………… 18
肝硬変 ………………………………118
肝細胞がん ……………………… 123
肝疾患 ………………………………115
冠疾患集中治療室……………… 47
間質性肺炎
 …………… 194, 248, 249, 250
感情鈍麻 ………………………… 187
感情不調和 ……………………… 187
緩徐進行型糖尿病……………… 53
眼振 ………………………………… 184
肝性脳症 ……………………………119
肝性腹水 …………………………… 22
関節 ………………………………… 229
関節外症状 ……………………… 249
関節拘縮 ………………………… 238
関節内出血 …………………………219
関節軟骨 ………………………… 229
間接ビリルビン ………… 31, 212
関節リウマチ …………………… 248
乾癬 ………………………………… 236
完全脚ブロック ……………… 148
感染性肺炎 ……………………… 194
完全房室ブロック …………… 148

完全麻痺 …………………………… 21
乾燥肌 …………………………… 245
がん対策推進基本計画 ……… 47
間代性けいれん ………………… 19
感度 …………………………………… 24
冠動脈疾患集中治療室 ………141
冠動脈造影 ……………………… 140
冠動脈バイパス手術 ………… 140
冠動脈攣縮 ……………………… 139
肝内結石症 ……………………… 123
鑑別診断 …………………………… 15
ガンマカメラ ……………………… 37
がん抑制遺伝子 ……………… 270
乾酪壊死 ………………………… 265
眼裂開大 …………………………… 88
肝レンズ核変性症 …………… 120
関連痛 ……………………………… 21
緩和ケア …………………………… 47

き
偽陰性 ……………………………… 24
既往歴 ……………………………… 15
記憶障害 ………………………… 183
飢餓 …………………………………… 51
期外収縮 ………………………… 146
飢餓萎縮 ………………………… 267
機械的イレウス ……………… 109
機械的狭窄 ……………………… 103
規格食品 …………………………… 72
気管 ………………………………… 193
気管支 …………………………… 193
気管支拡張薬 ………… 199, 201
気管支洗浄 ……………………… 196
気管支喘息 ……………………… 201
気管支内視鏡検査……………… 37
起座呼吸（起坐呼吸） ……… 135
器質性狭心症 ………………… 140
器質性月経困難症 …………… 259
器質性便秘 ………………………… 22
気腫性胆嚢炎 ………………… 125
基準値 ……………………………… 23
偽小葉 ………………………………118
寄生虫検査 ………………………… 26
拮抗性呼吸性アルカローシス
 ……………………………………… 81
拮抗性代謝性アルカローシス
 ……………………………………… 81
機能性月経困難症 …………… 259
機能性頭痛 ………………………… 21
機能性便秘 ………………………… 22
機能的イレウス ……………… 109
機能的残気量 ………………… 199
偽肥大 …………………………… 267
気分障害 ………………………… 187
奇脈 …………………………………… 16
逆転写 ………………………………118
逆転写酵素阻害薬 …………… 247
逆転送 ……………………………… 64

脚ブロック ……………………… 148
逆流性食道炎 …………… 98, 250
客観的栄養マーカー ………… 41
逆行性腎盂造影 ……………… 177
キャリア ……………………………116
吸気中枢 ………………………… 193
救急救命室 ………………………… 47
救急救命治療 …………………… 46
救急治療 …………………………… 46
球症状 …………………………… 104
丘疹 …………………………………… 20
急性胃炎 …………………………… 99
急性炎症 ………………………… 264
急性肝炎 ……………………………115
急性冠症候群 ………………… 140
急性関節炎発作 ………………… 75
急性気管支炎 ………………… 194
急性下痢 ………………………… 108
急性骨髄性白血病 ………………215
急性糸球体腎炎 ……………… 156
急性腎炎症候群 ……………… 156
急性心筋梗塞 ………………… 140
急性心不全 ……………………… 134
急性腎不全 ……………………… 163
急性膵炎 ………………………… 125
急性膵炎臨床診断基準 …… 125
急性前骨髄球性白血病 ………217
急性転化 ………………………… 216
急性尿細管壊死 ……………… 163
急性肺塞栓 ……………………… 149
急性白血病 …………………………215
急性びまん性舌炎 ……………… 97
急性腹症 …………………………… 21
急性リンパ性白血病 ……………215
急速進行性糸球体腎炎 …… 156
急速進行性腎炎症候群
 …………………………… 156, 157
球麻痺 …………………………… 104
強化インスリン療法 …………… 61
凝固因子 …………………………… 28
凝固壊死 ………………………… 266
凝固機能検査 …………………… 28
橋出血 …………………………… 150
狭心症 …………………………… 139
胸水 ………………………………… 196
偽陽性 ……………………………… 24
強直性けいれん ………………… 19
強直性脊椎炎 ………………… 107
胸痛 ………………………… 139, 141
強皮症 …………………………… 249
胸部誘導 …………………………… 35
強膜炎 …………………………… 107
胸膜炎 …………………… 248, 249
胸膜肥厚 ………………………… 196
鏡面像 …………………………… 109
巨核球数 ………………………… 218
局所進行膵がん ……………… 129
局所性チアノーゼ ……………… 20

277臨床医学　疾病の成り立ち　改訂第 2版 ●

index



局所麻酔 …………………………… 44
虚血 ………………………………… 139
虚血性機能障害 …………………219
虚血性心疾患 ………………… 139
虚弱 ………………………………… 230
拒食 ………………………………… 182
巨赤芽球 ……………………………211
巨赤芽球性貧血 ………… 79, 210
去痰薬 …………………………… 193
ギラン・バレー症候群 …… 186
起立性低血圧 …………………… 58
亀裂 …………………………………… 20
筋強剛 …………………………… 185
筋性防御 …………………………… 21
緊張性頭痛 ………………………… 21
筋電図 ……………………………… 35

く
区域気管支 ……………………… 193
空気感染 ………………………… 195
空腹中枢 …………………………… 22
空胞変性 ………………………… 266
クオンティフェロン …………… 34
クォンティフェロンTB-3G
 …………………………………… 196
クスマウル呼吸 ………………… 17
口すぼめ呼吸 ………………… 197
クッシング症候群 ……………… 91
クッシング病 ……………………… 91
クボステック徴候 ……………… 81
くも膜下出血 …………………… 150
グラーフ卵胞 …………………… 254
グラム染色 ………………………… 34
クラリスロマイシン ………… 103
グリコアルブミン値 …………… 59
グリセリン ……………………… 189
グリチルリチン製剤 ……………118
クリッピング術 ……………………151
クリティカルケア ……………… 46
クルーケンベルグ腫瘍
 …………………………… 100, 254
グルカゴン ………………………… 52
グルクロン酸抱合 ……………… 31
グルコース-6-リン酸
脱水素酵素異常症 …………212
グルココルチコイド ……… 52, 91
くる病 ………………………… 79, 228
クレアチニン ……………………… 32
クレアチニンクリアランス … 167
クレアチンキナーゼ …………… 31
クレアチンホスホキナーゼ …141
クレチン病 ………………………… 89
クロール …………………………… 32
クローン病 ……………… 105, 211
グロビン遺伝子 …………………212
グロブリン ………………………… 29
クロム ……………………………… 202
クロルプロマジン塩酸塩 … 185

クロンカイト・カナダ症候群
 ………………………………………110
クワシオルコル …………………… 51
群発頭痛 …………………………… 21

け
経管栄養法 ………………………… 41
経験的治療 ………………………… 41
経口栄養法 ………………………… 41
経口血糖降下薬 ………………… 60
経口避妊薬 ……………………… 254
経口薬 ……………………………… 42
経口溶解療法 ………………… 124
経静脈栄養法 …………………… 41
頸静脈怒張 ……………………… 135
痙性片麻痺 ………………………… 21
経腸栄養法 ………………………… 41
経尿道的前立腺切除術 ………176
経尿道的破砕術 …………………174
経尿道的膀胱腫瘍切除術
 …………………………………… 177
経皮的腎結石破砕術 …………174
経皮的心肺補助装置
 …………………………… 136, 150
傾眠 …………………………………… 19
稽留熱 ……………………………… 18
けいれん …………………………… 19
痙攣性便秘 ……………………… 108
劇症1型糖尿病 ………………… 53
下血 …………………………………… 22
血圧 …………………………………… 16
血液学検査 ………………………… 26
血液型不適合輸血 ……………212
血液凝固因子 ……………………219
血液検査 …………………………… 23
血液浄化 …………………………… 43
血液透析 …………………… 43, 171
血液尿素窒素 …………………… 31
結核菌 …………………………… 195
結核結節 ………………………… 265
血管運動神経症状…………… 259
血管運動中枢 ………………… 142
血管形成術 ……………………… 139
血管透過性亢進 ……………… 264
月経 ………………………………… 257
月経過多 ………………………… 209
月経困難症 ……………… 257, 259
月経障害 ………………………… 259
月経前症候群 ………………… 258
血行再建術 ……………………… 139
血行性転移 ……………………… 271
血色素 ……………………………… 27
血漿吸着法 ………………………… 43
血漿交換 ……………  43, 68, 187
血小板結合性IgG …………… 218
血小板血栓 ………………………… 28
血小板減少症 ………………… 245
血小板減少性紫斑症 ……… 218

血小板数 …………………………… 27
血漿分画製剤 …………………… 42
血清LD ………………………………212
血清LDH ……………………………212
血清α2グロブリン ……………212
血清鉄 …………………………… 209
血清ハプトグロビン ……………212
血清病 …………………………… 245
血清フェリチン値 …………… 209
血性分泌物 ……………………… 257
結節 …………………………………… 20
結節性紅斑 ……………………… 107
血栓塞栓症 ……………………… 149
血栓溶解療法 ………… 150, 151
血痰 …………………………………… 20
血中オステオカルシン ……… 227
血中抗糖脂質抗体 …………… 187
血中骨型アルカリ
フォスファターゼ ………… 227
血沈 …………………………………… 26
血糖 …………………………………… 29
血糖値 ……………………………… 52
血糖調節機構 …………………… 52
血便 …………………………………… 22
血友病 ………………………………219
血友病性関節症 …………………219
ケトアシドーシス ………………… 53
ケトン体 …………………………… 54
解熱鎮痛薬 ……………………… 193
ゲフェチニブ …………………… 203
ゲムシタビン …………………… 203
ゲムシタビン塩酸塩 ………… 129
下痢 …………………………… 22, 108
原因療法 …………………………… 41
減黄術 …………………………… 129
減感作療法 ……………………… 202
言語聴覚士 ………………………… 45
検査食 ……………………………… 42
顕性黄疸 ……………………………115
顕性腎症期 ………………………… 57
検体検査 …………………………… 23
原虫検査 …………………………… 26
見当識障害 ……………………… 183
ケント束 ………………………… 148
原発疹 ……………………………… 20
原発性 …………………………… 269
原発性アルドステロン症 … 142
原発性急速進行性腎炎 …… 157
原発性高カイロミクロン血症
 ……………………………………… 65
原発性高脂血症 ………………… 65
原発性骨粗鬆症 ……………… 224
原発性サルコペニア ………… 231
原発性ネフローゼ症候群 ……161
原発性肥満 ………………………… 69
原発性慢性糸球体腎炎 …… 157
現病歴 ……………………………… 15
健忘 ………………………… 183, 184

こ
抗CCP抗体 …………………… 249
抗DNA抗体 …………………… 248
高IgG4血症 …………………… 128
高IgG血症 ……………………… 128
抗SSA抗体 …………………… 250
抗SSB抗体 …………………… 250
抗TNF-α抗体製剤 ………… 106
高γグルブリン血症 ………… 128
降圧薬 …………………………… 157
高アルドステロン症 …………… 92
抗アルドステロン薬 …………… 92
抗アレルギー薬
 …………………… 202, 244, 246
抗アンドロゲン薬 ………………176
高インスリン血症 ……………… 53
抗うつ薬 ………………………… 187
抗エストロゲン薬 …………… 257
好塩基球 …………………………… 27
構音障害 ………………………… 186
抗核抗体 ………………………… 248
硬化性舌炎 ………………………… 97
高カリウム血症 ………… 80, 164
高カルシウム血症 ……… 81, 217
抗ガングリオシド抗体 …… 186
交感神経 ………………………… 146
交感神経α1遮断薬 ……………176
抗凝固薬 ……………137, 141, 152
抗凝固療法 ……………… 148, 220
口腔咽頭性嚥下障害 ……… 103
口腔乾燥 ………………………… 250
口腔期 …………………………… 103
口腔疾患 …………………………… 97
抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体
 ……………………………………… 53
高血圧 …………………………… 142
高血圧症 …………………………… 16
高血圧性脳症 ………………… 142
抗血小板薬 ……………… 140, 141
膠原線維 ………………………… 236
抗原特異的 IgE抗体 ……… 244
膠原病 …………………… 245, 247
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
 ……………………………………… 89
抗甲状腺薬療法 ………………… 88
交互脈 ……………………………… 16
抗コリン薬 ……………… 100, 199
抗サイログロブリン抗体 …… 89
抗酸化薬 ……………………………151
好酸球 ……………………………… 27
好酸球性胃炎 …………………… 99
高脂質低炭水化物経腸栄養剤
 …………………………………… 206
高次脳機能障害 ……………… 183
抗酒薬 …………………………… 184
甲状腺異常 ………………………… 88
甲状腺機能亢進症 …………… 88
甲状腺機能低下症 ……………… 89

278 ● 栄養科学イラストレイテッド



甲状腺刺激ホルモン ……86, 88
甲状腺刺激ホルモン製剤
 …………………………………… 186
甲状腺刺激ホルモン
放出ホルモン ………………… 88
甲状腺ホルモン …………… 52, 88
高浸透圧高血糖症候群 ……… 56
高心拍出性心不全 …………… 134
抗膵島細胞抗体 ………………… 53
抗ストレプトキナーゼ ………… 33
抗ストレプトリジンO ………… 33
抗精神薬 ………………………… 188
合成バソプレシン製剤 ……… 88
抗線維化薬 ……………………… 195
酵素 …………………………………… 31
拘束性換気障害 ………………… 36
拘束性障害 ……………… 195, 198
酵素免疫測定法 ……………… 194
高代謝回転型骨量減少 …… 224
好中球 ……………………………… 27
好中球過分葉 ……………………211
後天性QT延長症候群 …… 147
後天性ネフローゼ症候群 … 160
後天性免疫不全症候群 …… 246
口内炎 ……………………………… 97
高ナトリウム血症 ……………… 80
高尿酸血症 ………………………… 74
高尿素血症 ……………………… 156
高尿素窒素血症 ……………… 163
更年期 …………………………… 259
更年期障害 ……………………… 259
抗白血病薬 ……………………… 216
紅斑 …………………………… 20, 237
広範囲熱傷 ……………………… 237
高比重尿 …………………………… 25
高比重リポたんぱく質 … 31, 64
抗ヒスタミン薬 … 193, 244, 246
後負荷 …………………………… 134
高分化 …………………………… 269
興奮伝導障害 ………………… 148
抗ミクロソーム抗体 …………… 89
絞扼感 …………………………… 139
絞扼性イレウス ……………… 109
抗リウマチ薬 …………………… 249
抗利尿ホルモン ………………… 87
誤嚥性肺炎 ……………………… 195
ゴーシェ病 ………………………… 78
コーヒー残渣様 ………………… 22
小刻み歩行 ……………………… 185
呼気中枢 ………………………… 193
呼吸 …………………………………… 16
呼吸器悪液質 …………… 51, 198
呼吸機能検査 …………… 35, 198
呼吸細気管支 ………………… 193
呼吸性アシドーシス …… 81, 200
呼吸性アルカローシス 82, 200
呼吸中枢 ………………………… 193
呼吸停止 ………………………… 271

呼吸リハビリテーション … 199
コクサッキーウイルス ……… 193
黒色期 …………………………… 239
黒色石 …………………………… 124
鼓腸 …………………………………… 22
骨芽細胞 ………………………… 224
骨吸収 …………………………… 224
骨吸収マーカー ……………… 227
骨形成 …………………………… 224
骨形成マーカー ……………… 227
骨シンチグラフィ …………… 177
骨髄移植 ………………… 212, 213
骨髄移植療法 ………………… 216
骨髄穿刺 ………………………… 216
骨髄増殖性疾患 …………………215
骨折 ………………………………… 226
骨粗鬆症 ………………………… 224
骨代謝 …………………………… 224
骨代謝マーカー ……………… 227
骨突出 …………………………… 238
骨軟化症 …………………… 79, 228
骨破壊 ………………………………217
骨びらん ………………………… 249
骨ミネラル代謝異常 ……………171
骨量 ………………………………… 224
骨量平均値 ……………………… 227
ゴナドトロピン放出ホルモン
 …………………………………… 259
ゴナドトロピン放出ホルモン
アナログ ……………………… 257
孤発性アルツハイマー病 … 183
コラーゲン ……………………… 236
孤立性収縮期高血圧 ……… 142
コリ病 ………………………………… 77
コルサコフ症候群 …………… 123
コルチゾール ……………………… 91
コルヒチン ………………………… 75
コルポスコピー ……………… 256
コレステロール ……………… 29, 62
コレステロール吸収抑制薬 … 68
コレステロール吸着剤 ……… 68
コレステロール合成阻害薬 … 68
コレステロール胆石 ………… 123
コロナウイルス ………………… 193
根拠にもとづいた医療 ……… 41
混合性障害 ……………………… 198
昏睡 …………………………………… 19
混濁腫脹 ………………………… 266
コンピュータX線撮影 ……… 36
昏迷 …………………………………… 19

さ
細気管支 ………………………… 193
細菌検査 …………………………… 34
細菌性肺炎 ……………………… 194
最高血圧 …………………… 16, 142
細小血管症 ………………………… 56
再生 ………………………………… 268

再生医療 …………………………… 46
再生結節 ……………………………118
再生不良性貧血 …………………211
最大吸気位 ……………………… 199
最大吸気量 ……………………… 199
最大呼気位 ……………………… 199
在宅酸素療法 ………………… 199
最低血圧 …………………… 16, 142
細動波 …………………………… 148
細動脈硬化 …………………137, 151
サイトカイン …………………… 248
サイトメガロウイルス ……… 158
細胞周期関連物質 …………… 270
細胞周期調節物質…………… 270
細胞診検査 ………………………… 23
細胞性免疫 …………………………118
サイロキシン ……………………… 88
作業肥大 ………………………… 268
作業療法士 ………………………… 45
作話 ………………………………… 184
さじ状爪 ………………………… 209
左心不全 ………………………… 134
嗄声 ………………………………… 193
左側大腸炎型 ………………… 107
擦過細胞診 ……………………… 256
ザナミビル ……………………… 194
サルコペニア …………………… 231
酸塩基平衡 ………………… 81, 199
酸化LDL ………………………… 138
残気量 …………………………… 199
三次救急 …………………………… 46
産生過剰型高尿酸血症 ……… 74
酸性尿 ……………………………… 25
酸素飽和度 ………………………… 36
残存ネフロン …………………… 165
残尿感 ………………………………176
残飯食い …………………………… 70

し
死 …………………………………… 271
指圧痕 ……………………………… 20
シェーグレン症候群 ………… 250
シェーンライン・ヘノッホ紫斑症
 …………………………………… 218
ジェムザール®  ………………… 129
子癇 ………………………………… 145
弛緩性便秘 ……………………… 108
弛緩性麻痺 ………………………… 21
敷石像 …………………………… 106
色素斑 ……………………………… 20
ジギタリス ……………………… 137
子宮 ………………………………… 255
子宮がん ………………………… 255
子宮鏡検査 ……………………… 256
子宮筋腫 ………………………… 256
子宮頸がん ……………………… 255
子宮頸がんワクチン ………… 256

子宮頸部 ………………………… 255
子宮腺筋症 ……………………… 258
子宮体がん ……………………… 255
糸球体腎炎 ……………………… 245
子宮体部 ………………………… 255
糸球体濾過量 ………………… 165
子宮内膜細胞診 ……………… 256
子宮内膜症 ……………………… 257
シグナル伝達物質 …………… 270
シグナル伝達抑制物質 …… 270
刺激伝導系 ……………………… 146
止血期 …………………………… 236
歯垢 …………………………………… 97
自己血輸血 ………………………… 42
自己抗体 ………………… 248, 249
自己抗体検査 …………………… 33
自己免疫機序の異常 ………… 88
自己免疫疾患 ………………… 247
自己免疫性胃炎 ………………… 99
自己免疫性肝炎 ……………… 247
自己免疫性膵炎 ……………… 128
自己免疫性溶血性貧血
 …………… 212, 213, 245, 247
自己誘発性嘔吐 ……………… 182
歯根膜 ……………………………… 97
指示エネルギー量 ……………… 60
四肢失調 ………………………… 186
脂質 …………………………………… 62
脂質異常症 ………………………… 62
支持的精神心理療法 ……… 188
支持的精神療法 ……… 187, 188
四肢麻痺 …………………………… 21
歯周炎 ……………………………… 97
歯周疾患 …………………………… 97
歯周病 ……………………………… 97
視床下部性肥満 …………… 18, 69
視床下部ホルモン ……………… 87
視床出血 ………………………… 150
視診 …………………………………… 15
シスプラチン …………………… 203
姿勢反射異常 ………………… 185
自然死 ……………………………… 48
歯槽骨 ……………………………… 97
持続携帯式腹膜透析 …………171
持続性血尿症候群 … 156, 160
舌ヘルペス ………………………… 98
市中肺炎 ………………………… 195
弛張熱 ……………………………… 18
失語 ………………………………… 188
湿潤療法 ………………………… 240
失認 ………………………………… 188
自動体外式除細動器 ……… 148
歯肉炎 ……………………………… 97
死の3徴候 ……………………… 271
磁場 …………………………………… 37
紫斑 ……………………………… 20, 28
紫斑病性腎炎 ………………… 158
脂肪壊死 ………………………… 267

279臨床医学　疾病の成り立ち　改訂第 2版 ●

index



脂肪肝 ………………………………121
脂肪髄 ………………………………211
シャイ・ドレーガー症候群
 …………………………………… 186
社会歴 ……………………………… 15
若年成人平均値 ……………… 227
若年発症の2型糖尿病 ……… 62
瀉血療法 ……………………………118
縦隔リンパ節腫大 …………… 196
周期熱 ……………………………… 18
周産期死亡 ……………………… 145
収縮期血圧 ………………… 16, 142
収縮不全 ………………………… 134
周術期 ……………………………… 44
縦走潰瘍 ………………………… 106
集中医療 …………………………… 47
集中治療室 ………………………… 47
肢誘導 ……………………………… 35
重度サルコペニア …………… 231
終末期 ……………………………… 47
終末細気管支 ………………… 193
粥腫 ………………………………… 138
粥状硬化 ………………………… 137
宿便 …………………………………… 22
手術 …………………………………… 43
主訴 …………………………………… 15
出血時間 …………………………… 28
出血症状 ……………………………219
術後管理 …………………………… 44
術前管理 …………………………… 44
術中管理 …………………………… 44
シュニッツラー転移 ………… 100
腫瘍壊死因子 -α ……………… 73
腫瘍マーカー ……… 33, 202, 255
漿液性炎 ………………………… 264
焼痂 ………………………………… 237
消化管ポリポーシス ……………110
消化吸収抑制術 ………………… 72
小気管支 ………………………… 193
上気道 …………………………… 193
上気道感染症 ………………… 193
小球性低色素性貧血 ……… 209
症候 …………………………………… 18
小細胞がん ……………………… 202
硝酸薬 …………………… 136, 140
硝子化 …………………………… 162
上室期外収縮 ………………… 146
硝子滴変性 ……………………… 266
硝子変性 ………………………… 266
症状 …………………………………… 18
脂溶性ビタミン ………………… 78
常染色体優性家族性
巣状糸球体硬化症 ……… 160
上大静脈症候群 ……………… 202
小腸バイパス術 ………………… 72
衝動食い …………………………… 70
小児糖尿病 ………………………… 62
小児肥満 …………………………… 72

小脳失調症状 ………………… 184
小脳出血 ………………………… 150
小脳皮質萎縮症 ……………… 186
上半身肥満 ………………………… 70
上皮性腫瘍 ……………………… 269
上部消化管疾患 ………………… 98
上部消化管内視鏡検査 ……… 37
上部食道括約筋 ……………… 103
小脈 …………………………………… 16
初期救急医療 …………………… 46
食塩感受性 ……………………… 142
食事性プリン体 ………………… 74
食事療法 …………………………… 41
触診 …………………………………… 15
褥瘡 ………………………………… 238
食道アカラシア ………………… 99
食道炎 ……………………………… 98
食道がん …………………………… 99
食道期 …………………………… 103
食道静脈瘤 …………………………119
食道性嚥下障害 ……………… 103
食道裂孔ヘルニア ……………… 98
植皮 ………………………………… 237
食品交換表 ………………………… 59
植物状態 ………………………… 271
食物アレルギー ……… 218, 244
食物除去試験 ………………… 244
食物負荷試験 ………………… 244
食欲中枢 …………………………… 68
食欲不振 …………………………… 22
食欲抑制薬 ………………………… 72
徐呼吸 ……………………………… 17
ショック ……………………… 16, 18
除脳硬直状態 …………………… 78
徐脈 …………………………………… 16
徐脈性不整脈 ………………… 146
自律神経障害 ………………… 185
心陰影拡大 ……………… 136, 141
腎盂がん ……………………………176
心外膜炎 ………………………… 248
腎灌流 …………………………… 163
心筋炎 …………………………… 248
真菌検査 …………………………… 34
心筋酸素需要量 ……………… 139
心筋シンチグラフィ ………… 140
新久里浜式アルコール依存症
スクリーニングテスト …… 184
神経筋運動障害 ……………… 103
神経原線維変化 ……………… 183
神経性萎縮 ……………………… 267
神経性過食症 ………………… 182
神経性食欲不振症 ………… 182
神経性不眠 ………………………… 23
神経変性疾患 ………………… 185
腎血管性高血圧 ……………… 142
心原性ショック ………………… 19
心原性脳塞栓 ……………………151
進行胃がん ……………………… 100

腎硬化症 ………………………… 159
進行型分類 ……………………… 100
人工関節置換 ………………… 230
人工腎臓 …………………………… 45
人工臓器 …………………………… 45
人工唾液 ………………………… 250
人工多能性幹細胞 ……………… 46
人工ペースメーカー ………… 148
人工弁手術後 ……………………151
人工涙液 ………………………… 250
腎後性急性腎不全 …………… 163
腎後性たんぱく尿 ……………… 25
診察室血圧測定 ……………… 143
腎疾患患者の生活指導・
食事療法ガイドライン … 157
心室期外収縮 ………………… 146
心室細動 ………………… 141, 148
腎実質傷害 ……………………… 163
腎実質性高血圧 ……………… 142
心室性期外収縮 …………………141
心室頻拍 ………………… 141, 147
心収縮力 ………………………… 134
滲出液 ……………………… 22, 264
滲出期 …………………………… 265
浸潤 ………………………………… 270
浸潤がん ………………………… 270
浸潤性発育 ……………………… 270
腎症 …………………………………… 57
腎障害 …………………………… 250
腎症前期 …………………………… 57
腎性急性腎不全 ……………… 163
真性憩室 ……………………………111
新生児呼吸窮迫症候群 …… 260
新生児集中治療室 ……………… 47
新生児低血糖 ………………… 260
真性多血症 …………………………215
腎性たんぱく尿 ………………… 25
腎性糖尿 …………………………… 25
腎性貧血 ……………………………213
腎性腹水 …………………………… 22
振戦 ………………………… 184, 185
腎前性急性腎不全 …………… 163
腎前性たんぱく尿 ……………… 25
心臓悪液質 ………………… 51, 137
腎臓移植 ………………………… 173
腎臓結石 ………………………… 173
心臓死 …………………………… 271
心臓性腹水 ………………………… 22
心臓喘息 ………………………… 135
心臓停止 ………………………… 271
心臓マッサージ ……………… 148
心臓リハビリテーション ……141
迅速ウレアーゼ試験 ………… 103
身体活動量 ………………………… 60
身体診察 …………………………… 15
深達性Ⅱ度熱傷 ……………… 237
シンチグラフィ …………………… 37
心電図 ……………………………… 34

浸透圧脆弱性試験 ……………212
浸透圧利尿 ………………………… 56
心肺蘇生術 ……………………… 148
心拍数 …………………… 134, 146
深部静脈血栓症 ……………… 149
心不全 …………………………… 134
腎不全 …………………………… 163
腎不全期 …………………………… 58
腎不全症候群 ………………… 157
心ブロック …………………………141
心房期外収縮 ………………… 146
心房細動 ………………… 141, 148
心房性ナトリウム利尿ペプチド
 …………………………………… 136
心房粗動 ………………………… 148
蕁麻疹 …………………………… 246
腎予備能低下期 ……………… 165
診療録 ……………………………… 15
心理療法 ………………… 187, 188

す
膵・胆道疾患 ………………… 123
膵β細胞 …………………………… 52
膵炎 ………………………………… 125
膵仮性嚢胞 ……………………… 126
膵がん …………………………… 128
水血症 ………………………………214
推算糸球体濾過量…………… 163
随時尿 ……………………………… 25
水腫性変性 ……………………… 266
水腎症 …………………………… 163
錐体外路系運動障害 ……… 185
錐体外路症状 ………………78, 90
膵胆道合流異常 ……………… 125
推定糸球体濾過量 ………… 165
水疱 …………………………… 20, 237
睡眠時呼吸障害 ………………… 23
睡眠時無呼吸症候群 ………… 70
睡眠障害 …………………… 22, 187
水溶性ビタミン ………………… 78
数的萎縮 ………………………… 267
スキンケア ……………………… 246
スタチン ………………… 140, 141
スタチン系薬剤 ………………… 68
頭痛 …………………………………… 20
スティップリング ………………… 97
ステロイド薬 ……… 91, 247, 250
ステロイド外用薬 …………… 246
ステント ………………………… 140
ステント留置術 ……………… 152
スパイログラム ……………… 199
スパイロメータ ………………… 36
スパイロメトリー …………… 198
スフィンゴミエリン …………… 62
スフィンゴリピドーシス ……… 78
スプーン爪 ……………………… 209
スペクトリン ………………………212

280 ● 栄養科学イラストレイテッド



スルホニル尿素薬 ……………… 60
ずれ力 …………………………… 238

せ
生化学検査 ………………………… 28
生活機能訓練 ………………… 188
生活歴 ……………………………… 15
正球性正色素性貧血 …………212
正球性貧血 …………………………211
制酸薬 …………………………… 100
成熟期 …………………………… 236
成熟卵胞 ………………………… 254
成人Ｔ細胞白血病 …………… 216
成人T細胞白血病ウイルス
 …………………………………… 216
精神機能障害 ………………… 185
精神疾患 ………………………… 187
精神神経症状 ………………… 259
精神療法 ………………… 187, 188
生体検査 …………………………… 14
生体電気インピーダンス法
 …………………………………… 231
成長ホルモン ……………… 52, 86
生物学的製剤 ………………… 249
成分輸血 …………………………… 42
生命徴候 …………………………… 16
生理機能検査 ………………23, 34
生理的萎縮 ……………………… 267
生理的再生 ……………………… 268
生理的肥大 ……………………… 268
生理的貧血 …………………………214
生理的変動 ………………………… 24
赤色期 …………………………… 239
脊髄小脳変性症 ……………… 186
赤沈 …………………………………… 26
舌咽神経 ………………………… 103
舌炎 …………………………………… 97
石灰化 …………………………… 228
石灰化像 ………………………… 257
赤血球恒数 ………………………… 27
赤血球酵素異常 …………………212
赤血球指数 ……………………… 208
赤血球数 …………………… 27, 208
赤血球増加症 ……………………215
赤血球沈降速度 ………………… 26
赤血球膜異常 ……………………212
摂食障害 ………………………… 182
摂食中枢 …………………………… 68
絶対的赤血球増加症 …………215
接着分子 ………………………… 138
舌扁桃肥大 ………………………… 98
セルススの4徴候 …………… 264
セルロプラスミン ………………121
セロコンバージョン ……………116
セロトニン・ノルアドレナリン
再取り込み阻害薬 ………… 187
線維芽細胞 ……………………… 236
線維素性炎 ……………………… 264

遷延性意識障害 ……………… 271
遷延性下痢 ……………………… 108
腺がん …………………………… 202
全血輸血 …………………………… 42
潜在性鉄欠乏状態 …………… 209
全身倦怠感 ………………………… 18
全身症候 …………………………… 18
全身状態 …………………………… 15
全身性萎縮 ……………………… 267
全身性エリテマトーデス
 …………………… 158, 186, 247
全身性血管炎 ………………… 158
全身性チアノーゼ ……………… 20
全身麻酔 …………………………… 44
全赤血球量 ……………………… 208
喘息 ………………………………… 245
全大腸炎型 ……………………… 107
選択的エストロゲン受容体
調整薬 ………………………… 228
選択的セロトニン再取り込み
阻害薬 ………………………… 187
浅達性Ⅱ度熱傷 ……………… 237
先端巨大症 ………………………… 87
剪断力 …………………………… 238
センチネルリンパ節 ………… 271
疝痛 …………………………………… 21
穿通枝 ………………………………151
先天性QT延長症候群 …… 147
先天性アミノ酸代謝異常 …… 77
先天性甲状腺機能低下症 … 89
先天性代謝異常 ………………… 76
先天性糖質代謝異常 ………… 76
先天性ネフローゼ症候群 … 160
前頭葉症状 ……………………… 183
全トランスレチノイン酸 ………217
全肺気量 ………………………… 199
前負荷 …………………… 134, 136
腺扁平上皮がん ……………… 202
せん妄 ……………………… 19, 183
前立腺萎縮 ……………………… 175
前立腺がん ……………………… 178
前立腺がん腫瘍マーカー ……176
前立腺がん特異抗原血液検査
 ………………………………………176
前立腺組織内凝固術 …………176
前立腺特異抗原血液検査 178
前立腺肥大症 ………………… 175

そ
躁うつ病 ………………………… 187
造影検査 …………………………… 36
早期胃がん ……………………… 100
臓器移植 …………………………… 44
早期がん ………………………… 270
早期腎症期 ………………………… 57
早期ダンピング症候群 …… 105
双極性障害 ……………………… 187
造血刺激療法 ……………………212

総コレステロール ……………… 29
創傷 ………………………………… 236
巣状糸球体硬化症 …………… 162
躁状態 …………………………… 187
創傷治癒 ………………… 236, 265
創傷被覆材 ……………………… 240
巣状病変 ………………………… 162
増殖 ………………………………… 270
増殖因子 ………………………… 270
増殖因子受容体 ……………… 270
増殖期 …………………… 236, 266
増殖性炎 ………………………… 265
増殖性腎炎 ……………………… 157
増殖前網膜症 …………………… 57
増殖網膜症 ………………………… 57
相対的赤血球増加症 …………215
総胆管結石症 ………………… 123
総たんぱく質 ……………………… 29
早朝高血圧 ……………………… 143
総鉄結合能 ……………………… 209
総ビリルビン ……………………… 31
ソーセージ指 …………………… 250
即時型アレルギー …………… 244
塞栓子 …………………………… 149
続発性急速進行性腎炎 …… 157
続発性骨粗鬆症 ……………… 224
続発性ネフローゼ症候群 … 163
続発性貧血 …………………………213
続発性便秘 ……………………… 108
続発性慢性糸球体腎炎 …… 157
続発疹 ……………………………… 20
速脈 …………………………………… 16
組織移植 …………………………… 45
組織呼吸 ………………………… 193
ソセゴン®  ……………………… 126
疎通性 …………………………… 187
速効型インスリン分泌促進薬
 ……………………………………… 60
粗動波 …………………………… 148
尊厳死 ……………………………… 47
尊厳死の宣言書 ………………… 48

た
ターミナルケア …………………… 47
タール便 …………………………… 22
第Ⅷ因子 ……………………………219
第Ⅸ因子 ……………………………219
体圧分散寝具 ………………… 240
ダイアライザー ……………………171
体位ドレナージ ……………… 199
体位変換 ………………………… 240
大うつ病 ………………………… 187
体液喪失性ショック …………… 19
体温 …………………………………… 17
体外衝撃波結石破砕術
 …………………………… 124, 174
体格指数 ……………………… 16, 71
体幹失調 ………………………… 186

大球性正色素性貧血 …………211
大血管症 …………………………… 56
対光反射 ………………………… 271
大細胞がん ……………………… 202
胎児胎盤循環不全 …………… 145
代謝拮抗薬 ……………………… 203
代謝性アシドーシス
 ……………………… 81, 164, 201
代謝性アルカローシス
 ……………………………… 82, 201
体重 …………………………………… 16
体重減少 …………………………… 18
体重増加 …………………………… 18
退縮 ………………………………… 138
代償期 ………………………………119
代償性腎不全期 ……………… 165
代償性肥大 ……………………… 268
帯状疱疹 ………………………… 236
対症療法 …………………………… 41
対人関係療法 ………………… 187
耐性 ………………………………… 244
耐性菌 …………………………… 195
体性痛 ……………………………… 21
苔癬化 …………………………… 245
代替食品 ………………………… 244
大腸がん ……………………………110
大腸憩室症 …………………………111
大腸腺腫 ……………………………110
大腸ポリープ ………………………110
大動脈解離 ……………………… 137
大動脈瘤 ………………………… 137
胎盤形成障害 ………………… 145
大脈 …………………………………… 16
大葉性肺炎 ……………………… 194
代理摂食 …………………………… 70
タウたんぱく質 ……………… 183
唾液分泌促進薬 ……………… 250
ダグラス窩 ……………………… 258
多系統萎縮症 ………………… 186
多血症 ………………………………215
打診 …………………………………… 15
多段階発がん説 ……………… 269
脱共役たんぱく質 ……………… 69
脱水 …………………………………… 20
脱髄性神経疾患 ……………… 186
タッピング ……………………… 199
ダナゾール ……………………… 258
多尿症 …………………………… 164
多能性幹細胞 ………………… 216
多発神経障害 …………………… 58
多発性骨髄腫 ……………………217
タミフル®  ……………………… 194
樽状 ………………………………… 197
タルセバ ®  ……………………… 203
短期記憶障害 ………………… 184
単球 …………………………………… 27
単極性障害 ……………………… 187
単クローン性 ………………………215

281臨床医学　疾病の成り立ち　改訂第 2版 ●

index



単光子放出断層像 ……………… 37
胆汁うっ滞 ……………………… 124
単純萎縮 ………………………… 267
単純撮影 …………………………… 36
単純性イレウス ……………… 109
単純性脂肪肝 ……………………121
単純性便秘 ……………………… 108
単純網膜症 ………………………… 57
単神経障害 ………………………… 58
弾性ストッキング …………… 150
弾性包帯 ………………………… 150
胆石症 …………………………… 123
胆石性膵炎 ……………………… 125
胆石疼痛 ………………………… 124
断層法 ……………………………… 37
断層面 ……………………………… 36
胆道系酵素 …………………………115
胆嚢炎 …………………………… 124
胆嚢がん ………………………… 125
胆嚢結石症 ……………………… 123
胆嚢摘出術 ……………………… 124
たんぱく細胞解離 …………… 186
たんぱく質・エネルギー
栄養障害 ………………………… 51
たんぱく質分画 ………………… 29
たんぱく同化ホルモン薬 ……212
たんぱく分解酵素阻害薬
 …………………………… 126, 247
ダンピング症候群 …………… 105
単麻痺 ……………………………… 21
断眠療法 ………………………… 187

ち
チアゾリジン薬 ………………… 61
チアノーゼ ………………………… 20
チーム医療 ………………………… 59
チール・ネルゼン染色法 …… 34
チェーン・ストークス呼吸 … 17
知覚神経症状 ………………… 259
蓄尿 …………………………………… 23
蓄膿 ………………………………… 264
致死性不整脈 ………………… 147
致死的不整脈 ………………… 134
地図状舌 …………………………… 98
遅脈 …………………………………… 16
中間型リポたんぱく質 ……… 29
中間比重リポたんぱく質 …… 64
注射薬 ……………………………… 42
中心静脈栄養法 ………………… 41
中心性肥満 ………………………… 91
中枢性嘔吐 ………………………… 21
中枢性発熱 ………………………… 18
中枢性めまい ……………………… 20
中性脂肪 ……………………… 30, 62
中膜硬化 ………………………… 137
超音波検査 ………………………… 37
腸肝循環 …………………………… 62
蝶形紅斑 ………………………… 248

徴候 …………………………………… 18
腸上皮化生 ……………………… 268
聴診 …………………………………… 15
超低エネルギー食 ……………… 72
超低比重リポたんぱく質
 ………………………………… 29, 63
腸脳相関 ………………………… 108
腸閉塞 ……………………… 22, 109
腸リンパ管拡張症 …………… 108
直接クームス試験 ………………213
直接ビリルビン ………………… 31
直腸炎型 ………………………… 107
直腸膀胱障害 …………………… 58
貯蔵鉄 …………………………… 209
治療計画 …………………………… 41
治療食 ……………………………… 42
治療方法 …………………………… 41
チロシン・フェニルアラニン
制限食 …………………………… 78
チロシン血症 ……………………… 78
鎮咳薬 …………………………… 193
陳旧性心筋梗塞 ……………… 140

つ, て
対麻痺 ……………………………… 21
通電療法 ………………………… 187
痛風 …………………………………… 75
痛風結節 …………………………… 75
つきあい食い ……………………… 70
ツベルクリン反応
 ……………………… 34, 196, 245
ツルゴール ………………………… 20
テイ・サックス病 ……………… 78
ティーエスワン®  …………… 129
低カリウム血症 ………………… 80
低換気 ……………………………… 17
低血圧 ……………………………… 16
低呼吸 ……………………………… 17
低心拍出性心不全 …………… 134
低代謝回転型骨量減少 …… 224
低ナトリウム血症 ……………… 80
低比重尿 …………………………… 25
低比重リポたんぱく質 … 29, 64
テオフィリン徐放薬 ………… 202
デキサ法 ………………………… 227
デキサメサゾン抑制試験 …… 92
滴状心 …………………………… 198
デスモプレシン®  ……………… 88
テタニー ……………………… 81, 90
鉄欠乏性貧血 ………………… 209
鉄需要 …………………………… 209
鉄製剤 …………………………… 210
鉄喪失 …………………………… 209
デブリードマン ……………… 240
テロメア ………………………… 264
転移 ………………………………… 271
転移性 …………………………… 269
電解質 ……………………………… 32

電解質分布 ………………………… 32
てんかん …………………………… 19
電気泳動 …………………………… 29
電気的除細動 ………………… 148
電気メス治療 ……………………176
電子自動血圧計 ……………… 143
転写促進 ………………………… 270
テント状T波 ……………………… 80
天疱瘡 ……………………… 98, 236

と
頭蓋内圧亢進 ………………… 188
糖化ヘモグロビン ……………… 29
糖原病 ……………………………… 76
糖原病Ⅰ型 ………………………… 77
糖原病Ⅱ型 ………………………… 77
糖原病Ⅲ型 ………………………… 76
糖原病Ⅳ型 ………………………… 77
糖原変性 ………………………… 266
瞳孔散大 ………………………… 271
統合失調症 ……………………… 187
橈骨動脈 …………………………… 16
洞性徐脈 ………………………… 148
透析療法 ……………………………171
透析療法期 ………………………… 58
洞調律 …………………………… 146
洞停止 …………………………… 148
導尿 …………………………………… 23
糖尿病 ……………………………… 52
糖尿病型 …………………………… 58
糖尿病合併妊娠 ……………… 260
糖尿病ケトアシドーシス …… 56
糖尿病昏睡 ………………………… 53
糖尿病三大合併症……………… 56
糖尿病食事療法のための
食品交換表 ……………………… 59
糖尿病腎症 ……………………… 159
糖尿病足病変 …………………… 58
洞不全症候群 ………………… 148
洞房ブロック …………………… 148
動脈血ガス分析 ………………… 36
動脈血酸素分圧 ………………… 36
動脈血二酸化炭素分圧 ……… 36
動脈硬化 ………………………… 137
特異性炎 ………………………… 265
特異度 ……………………………… 24
特殊性炎 ………………………… 265
特発性血小板減少性紫斑症
 …………………………………… 218
特発性再生不良性貧血 ………211
特発性副腎萎縮 ………………… 93
特発性便秘 ……………………… 108
特別食 ……………………………… 42
吐血 …………………………………… 22
床擦れ …………………………… 238
ドセタキセル …………………… 203
突進現象 ………………………… 185
ドナー ………………………………… 44

ドネペジル塩酸塩 …………… 184
ドパミン作動性ニューロン 185
ドパミン受容体刺激薬 …… 186
ドパミン遊離促進薬 ……… 186
ドプラ法 …………………………… 37
トポイソメラーゼ阻害薬 … 203
ドライアイ ……………………… 250
ドライスキン …………………… 245
ドライマウス …………………… 250
トランスアミナーゼ …… 31, 115
トランスフェリン ……………… 209
トリグリセリド ……………… 29, 62
トリヨードサイロニン ………… 88
努力性肺活量 …………………… 36
トルソー徴候 ……………………… 81
ドレッシング …………………… 240
トレッドミル検査 …… 140, 146
トロポニンT ………………………141
呑酸 …………………………………… 98
貪食 ………………………………… 267

な, に
ナイアシン欠乏症 ……………… 79
内因系凝固反応 ………………… 28
内因子 …………………………… 210
内因性高TG血症 ……………… 66
内呼吸 …………………………… 193
内視鏡検査 ………………………… 37
内視鏡的治療 …………………… 37
内臓脂肪型肥満 ………………… 69
内臓脂肪面積 …………………… 71
内臓痛 ……………………………… 21
内皮傷害 ………………………… 138
内分泌性萎縮 ………………… 268
内分泌性肥大 ………………… 268
内分泌性肥満 ……………… 18, 69
内膜中膜複合体 ……………… 139
内膜剥離術 ……………………… 152
ながら食い ………………………… 70
ナトリウム ………………………… 32
ナトリウム異常症 ……………… 80
ナトリウム貯留 ………………… 142
ナフチルアミン ………………… 177
ニーマンピック病 ……………… 78
肉芽 ………………………… 236, 266
肉芽腫 …………………………… 265
ニコチン酸欠乏症 ……………… 79
ニコチン酸誘導体 ……………… 68
二次救急 …………………………… 46
二次結核 ………………………… 195
二次止血 …………………………… 28
二次性関節症 ………………… 229
二次性急速進行性腎炎 …… 157
二次性けいれん ………………… 19
二次性高血圧症 ………… 16, 142
二次性高脂血症 ………………… 66
二次性サルコペニア ………… 231

282 ● 栄養科学イラストレイテッド



二次性多血症 ……………………215
二次性ネフローゼ症候群 … 163
二次性肥満 ………………………… 69
二次性副甲状腺機能亢進症
 …………………………………… 229
二次性慢性腎炎 ……………… 158
二次的治癒 ……………………… 266
二重エネルギーX線吸収測定法
 …………………………………… 227
ニトロ化合物 …………………… 105
ニボー ……………………………… 109
乳がん …………………………… 257
乳酸脱水素酵素 … 31, 115, 141
乳酸リンゲル液 ……………… 238
乳腺 ………………………………… 257
乳腺刺激ホルモン ……………… 86
乳頭括約筋切開術 ………… 124
乳頭バルーン拡張術 ……… 124
乳糖不耐症 ………………………… 77
尿意頻拍 ……………………………176
尿管がん ……………………………176
尿管結石 ………………………… 173
尿ケトン体 ………………………… 25
尿検査 …………………………23, 25
尿混濁 ………………………………176
尿酸 …………………………………… 32
尿酸結晶 …………………………… 75
尿酸結石 …………………………… 75
尿酸合成阻害薬 ………………… 75
尿酸排泄促進薬 ………………… 75
尿酸プール ………………………… 74
尿線細小 ……………………………176
尿線分裂 ……………………………176
尿たんぱく ………………………… 25
尿中デオキシピリジノリン … 227
尿沈渣 ………………………… 25, 26
尿糖 ………………………………25, 56
尿道狭窄 ………………………… 175
尿道結石 ………………………… 173
尿毒症 …………………… 156, 164
尿毒症期 ………………………… 166
尿毒症状態 ………………………… 58
尿閉 ……………………………………176
尿崩症 ……………………………… 87
尿流量測定ウロフロメトリー
検査 …………………………………176
尿量 …………………………………… 25
尿路系疾患 ……………………… 173
尿路結石症 ……………………… 173
妊娠高血圧症候群 ………… 145
妊娠性貧血 …………………………214
妊娠糖尿病 ………………… 54, 260
認知機能障害 ………………… 184
認知症 …………………………… 183
妊婦 ………………………………… 260

ね, の
ネガティブフィードバック
 ……………………………… 86, 259
熱型 …………………………………… 17
熱産生の亢進 …………………… 18
熱傷 ………………………………… 236
熱傷指数 ………………………… 237
熱中症 ……………………………… 18
熱放散の障害 …………………… 18
ネフローゼ症候群
 ……………… 57, 156, 158, 160
粘液変性 ………………………… 266
粘血便 …………………………… 107
捻髪音 …………………………… 195
粘膜下層 ………………………… 100
粘膜防御因子増強薬 ……… 100
ノイラミニダーゼ阻害薬 … 194
脳圧降下薬 ……………………… 189
脳アミロイド …………………… 183
脳下垂体異常 …………………… 86
脳血管障害 ……………………… 150
脳血管性認知症 ……………… 184
脳血流シンチグラフィ …… 183
脳梗塞 …………………………… 150
脳死 ………………………………… 272
脳室ドレナージ …………………151
嚢腫 …………………………………… 20
脳出血 …………………………… 150
脳腫瘍 …………………………… 188
脳性ナトリウム利尿ペプチド
 …………………………………… 136
脳卒中 …………………………… 150
脳動脈奇形 ……………………… 150
脳波検査 …………………………… 35
膿疱 …………………………………… 20
膿瘍 …………………………… 20, 264

は
パーキンソン症候群 ………… 185
パーキンソン病 ……………… 185
肺うっ血 ………………… 135, 141
肺炎 ………………………………… 194
肺炎クラミジア ……………… 193
肺活量 ……………………… 36, 199
肺がん……………………………… 202
肺気腫 …………………………… 196
肺気量分画 ……………………… 199
肺気量分画検査 ………………… 36
肺結核症 ………………………… 195
敗血症性ショック ……………… 19
肺高血圧症 ……… 150, 197, 250
肺梗塞 …………………………… 149
肺呼吸 …………………………… 193
胚性幹細胞 ………………………… 46
肺生検 …………………………… 196
肺性心 …………………………… 197
排石 ……………………………………174

排泄性腎盂造影 ……………… 177
排泄低下型高尿酸血症 ……… 75
肺線維症 ………………………… 250
肺塞栓 …………………………… 149
バイタルサイン …………………… 16
肺動脈楔入圧 ………… 136, 141
バイパス手術 …………………… 139
バイパス術 ……………………… 152
肺胞 ………………………………… 193
肺胞管 …………………………… 193
肺胞嚢 …………………………… 193
廃用萎縮 ………………………… 267
廃用症候群 ……………………… 227
排卵 ………………………………… 254
白衣高血圧 ……………………… 143
白色期 …………………………… 239
白癬 ………………………………… 236
白内障 ……………………………… 57
白斑 …………………………………… 20
剥離性舌炎 ………………………… 98
パクリタキセル ………………… 129
破骨細胞 ………………………… 224
破砕治療 ……………………………174
橋本病 ……………………………… 89
播種 ………………………………… 271
播種性血管内凝固症候群 …219
バセドウ病 ………………………… 88
バソプレシン ……………………… 87
八味地黄丸 …………………………176
発がん物質 ……………………… 269
白血球除去療法 ………………… 43
白血球数 …………………………… 27
白血球分画 ………………………… 27
白血球分類 ………………………… 27
白血病 ………………………………215
白血病クローン …………………215
白血病細胞 ………………………… 27
発生母地 ………………………… 269
発熱 …………………………………… 18
発熱物質 …………………………… 18
バッファローハンプ …………… 91
バニリルマンデル酸 …………… 93
羽ばたき振戦 ……………………119
早食い ……………………………… 70
パラインフルエンザ ………… 158
パラトルモン ……………………… 89
バリア機能 ……………………… 238
バルーン ………………………… 140
パルス療法 ……………………… 248
反回神経麻痺 ………………… 202
汎下垂体機能低下症 ………… 87
晩期ダンピング症候群 …… 105
汎血球減少 …………………119, 211
半月体形成性腎炎 …………… 156
瘢痕 ……………………20, 236, 266
瘢痕形成期 ……………………… 266
反射性嘔吐 ………………………… 21

斑状出血 ………………………… 218
伴性劣性遺伝 ……………………219
ハンター舌炎 ……………… 98, 211
反跳痛 ……………………………… 21
パンデミック …………………… 193
反復性血尿症候群 …… 156, 160

ひ
非アルコール性脂肪肝 ………121
非アルコール性脂肪肝炎 ……121
非アルコール性脂肪性肝疾患
 ………………………………………121
ヒアルロン酸 …………………… 230
ビオー呼吸 ………………………… 17
非回転性めまい ………………… 20
被殻出血 ………………………… 150
皮下脂肪型肥満 ………………… 69
非乾酪性類上皮性肉芽腫
 …………………………………… 106
脾機能亢進 …………………………119
ビグアナイド薬 ………………… 61
非結核性抗酸菌症 …………… 196
皮脂厚計 …………………………… 71
微小管阻害薬 ………………… 203
非小細胞がん ………………… 202
非上皮性腫瘍 ………………… 269
微小変化型ネフローゼ症候群
 ………………………………………161
脾腎シャント ………………………119
ヒスタミン ……………………… 201
ヒステリー球 …………………… 103
非ステロイド性抗炎症薬
 …………………… 100, 248, 249
ビスホスホネート ……… 81, 228
微生物学検査 ………………23, 34
非石灰化骨基質 ……………… 228
脾臓摘出 ……………………………213
非即時型アレルギー ………… 244
肥大 ………………………………… 268
非代償期 ……………………………119
非代償性腎不全期 …………… 166
ビタミンＡ過剰症 ……………… 79
ビタミンA欠乏症 ……………… 79
ビタミンB12 …………………… 210
ビタミンＢ1欠乏症 …………… 79
ビタミンB2欠乏症 …………… 79
ビタミンB6欠乏症 …………… 79
ビタミンＢ12欠乏症 …………… 79
ビタミンＣ欠乏症 ……………… 79
ビタミンD ……………………… 228
ビタミンＤ過剰症 ……………… 79
ビタミンD欠乏症 ……………… 79
ビタミンK ……………………… 228
ビタミンK欠乏症 ……………… 80
ビタミン異常症 ………………… 78
ビタミン過剰症 ………………… 78
ビタミン欠乏症 ………………… 79
非定型抗酸菌 ………………… 196

283臨床医学　疾病の成り立ち　改訂第 2版 ●

index



非定型肺炎 ……………………… 195
ビデオ直視下前立腺蒸散術
 ………………………………………176
非特異的カタル性疾患 …… 193
ヒト白血球抗原 ………………… 53
ヒトパピローマウイルス…… 255
ヒト免疫不全ウイルス
 …………………………… 158, 246
ヒドララジン …………………… 146
ヒドロキシアパタイト ……… 228
微熱 …………………………………… 18
非びらん性胃食道逆流症 …… 98
皮膚黄色腫 ………………………… 65
皮膚がん ………………………… 236
皮膚系疾患 ……………………… 236
皮膚線条 …………………………… 91
皮膚粘膜の乾燥角化 ………… 79
皮膚のバリア機能 …………… 238
非ヘム鉄 ………………………… 210
非ホジキンリンパ腫 ……………217
肥満 ……………………………… 16, 68
肥満症 ……………………………… 69
肥満症治療食 …………………… 71
びまん性甲状腺腫 ……………… 88
肥満低換気症候群 …………… 70
肥満度 ……………………………… 72
百日咳菌 ………………………… 194
病院前救急医療 ………………… 46
評価 …………………………………… 41
病期分類 ………………………… 203
表在性舌炎 ………………………… 98
標準体重 …………………………… 16
病態識別値 ………………………… 24
病的骨折 ……………………………217
病的骨突出 ……………………… 238
病的再生 ………………………… 268
病的肥大 ………………………… 268
日和見感染 ……………………… 195
日和見感染症 ………………… 246
びらん ………………………………… 20
微量アルブミン尿 ……………… 57
ビリルビン ………………………… 26
ビリルビンカルシウム石 … 124
ピル ………………………………… 254
ピルビン酸キナーゼ異常症
 ………………………………………212
ピルフェニドン ………………… 195
ピレスパ ®  ……………………… 195
貧血 ………………………………… 208
頻呼吸 ……………………………… 17
頻尿 ……………………………………176
ピンプリックテスト ………… 237
頻脈 …………………………………… 16
頻脈性不整脈 ………………… 146

ふ
ファンコニ貧血 ……………………211
不安定狭心症 ………………… 140

不安定プラーク ……………… 138
フィブラート系薬 ……………… 68
フィブリノイド変性 … 247, 266
フィブリノゲン ………………… 220
フィブリン ……………………… 266
フィブリン分解産物 ………… 220
フィラデルフィア染色体 …… 216
プール熱 ………………………… 193
フェナセチン含有鎮痛薬 ……176
フェニルアラニン除去・
チロシン添加ミルク………… 77
フェニルケトン尿症 …………… 77
フォーミュラ食 …………………… 72
不穏 …………………………………… 19
フォン・ギエルケ病 …………… 76
不完全脚ブロック …………… 148
腹腔鏡下胆嚢摘出術 ……… 124
副交感神経 ……………………… 146
副甲状腺異常 …………………… 89
副甲状腺機能亢進症 ………… 90
副甲状腺機能低下症 ………… 90
副甲状腺ホルモン ……… 89, 224
複雑性イレウス ……………… 109
副腎異常 …………………………… 91
副腎結核 …………………………… 93
副腎髄質ホルモン ……………… 52
副腎皮質刺激ホルモン ……… 87
副腎皮質ホルモン ……………… 52
腹水 …………………… 22, 120, 135
腹痛 …………………………………… 21
副伝導路 ………………………… 148
副鼻腔炎 ………………………… 264
腹部膨満 …………………………… 22
腹部膨隆 …………………………… 22
腹壁皮下脂肪面積 ……………… 71
腹膜刺激症状 …………………… 21
腹膜透析 …………………… 43, 171
浮腫 ……………………… 20, 51, 135
腐食性食道炎 …………………… 99
不整脈 …………………………… 146
不全麻痺 …………………………… 21
普通感冒 ………………………… 193
不定愁訴 ………………………… 259
ブドウ膜炎 ……………………… 107
腐肉 ………………………………… 239
ブプレノルフィン塩酸塩 …… 126
不眠症 ……………………………… 22
プラーク …………………… 97, 138
プラズマフェレーシス ……… 187
プラスミノーゲン活性化
抑制因子 -1 …………………… 73
プラチナ製剤 ………………… 203
プランマー・ヴィンソン症候群
 ……………………………… 98, 209
フリーデワルドの式 …………… 30
プリックテスト ………………… 244
プリン体 ……………………… 32, 74
ブルガダ症候群 ……………… 147

フルクトサミン値 ……………… 59
プルモケア®  …………………… 206
プレβリポたんぱく質 ……… 63
フレイルティ …………………… 230
フレイルティ・サイクル …… 230
フレグモーネ …………………… 265
プレセニリン …………………… 183
ブロードβバンド ……………… 64
プローブ …………………………… 37
プログラム仮説 ……………… 264
プロスタグランジン合成阻害薬
 …………………………………… 259
プロテアーゼ阻害薬 ……………118
プロトロンビン時間 …………… 28
プロトンポンプ阻害薬
 ……………………… 99, 100, 103
プロブコール ……………………… 68
プロベネシド ……………………… 75
プロラクチン ……………………… 86
分化 ………………………………… 269
分子標的治療薬 ……………… 203
噴射水洗浄 ……………………… 239
噴射性嘔吐 ……………………… 188
分節性病変 ……………………… 162
分泌刺激負荷試験 ……………… 87
分泌負荷試験 ……………… 33, 35
分泌抑制試験 ……………… 33, 35
分離培養 ………………………… 196

へ
ペア血清 …………………………… 34
平穏死 ……………………………… 48
平均血圧 ………………………… 142
平均赤血球ヘモグロビン濃度
 …………………………………… 208
平均赤血球ヘモグロビン量
 …………………………………… 208
平均赤血球容積 ……………… 208
閉経 ………………………… 224, 259
閉経後骨粗鬆症 ……………… 224
米国褥瘡諮問委員会 ……… 239
閉塞性イレウス ……………… 109
閉塞性黄疸 …………………………115
閉塞性障害 ……………………… 198
ペースメーカ …………………… 136
ヘパリン ………………………… 148
ヘマトクリット …………… 27, 208
ヘム鉄 …………………………… 210
ヘモグロビン ……………………… 27
ヘモグロビンA1c ………… 29, 58
ヘモグロビン異常 ………………212
ヘモグロビン尿 …………………212
ヘモグロビン濃度 …………… 208
ペラグラ …………………………… 79
ペラグラ性舌炎 ………………… 97
ヘリコバクター・ピロリ感染症
 …………………………………… 101
ベルクロラ音 …………………… 195

ヘルシーキャリア ………………117
ヘルパンギーナ ……………… 193
変形性関節症 ………………… 229
変形性膝関節症 ………… 70, 230
便検査 …………………………23, 26
ベンジジン ……………………… 177
ベンスジョーンズたんぱく質
 ………………………………………217
片頭痛 ……………………………… 21
変性 ………………………………… 266
便潜血検査 ………………………… 26
ベンゾジアゼピン系抗不安薬
 …………………………………… 184
ペンタジン®  …………………… 126
胼胝 …………………………………… 20
便秘 …………………………… 22, 108
扁平上皮化生 ………………… 268
扁平上皮がん ………………… 202
扁平苔癬 …………………………… 98
弁膜症 ………………………………151
片麻痺 ……………………… 21, 188

ほ
ポイツ・イエーガース症候群
 ………………………………………110
膨化 ………………………………… 266
蜂窩織炎 ………………………… 265
乏血状態 ………………………… 139
膀胱がん ………………………… 177
膀胱結石 ………………………… 173
膀胱全摘除術 ………………… 177
放散痛 ……………………………… 21
房室回帰性 ……………………… 146
房室結節回帰性 ……………… 146
房室ブロック …………………… 148
放射線萎縮 ……………………… 268
放射線障害 ……………………… 236
放射線治療 ………………………… 45
放射線療法 ……………………… 203
膨疹 …………………………… 20, 246
蜂巣炎 …………………………… 264
膨張性発育 ……………………… 270
泡沫細胞 ………………………… 138
墨汁染色 …………………………… 34
ポケット ………………………… 238
ホジキン病 …………………………217
ポジトロンCT …………………… 37
ポジトロン核種 ………………… 37
ホスピス …………………………… 47
母体循環障害 ………………… 145
発作性上室頻拍 ……………… 146
発作性頻拍 ……………………… 146
発作性夜間呼吸困難 ……… 135
発疹 …………………………………… 20
骨のリモデリング …………… 224
ホメオスタシス ………………… 164
ホモシスチン尿症 ……………… 77
ポリープ………………………………110

284 ● 栄養科学イラストレイテッド



ホルター心電計 ……………… 140
ホルネル症候群 ……………… 202
ホルモン ………………………33, 86
ホルモン補充療法 …………… 260
本態性高血圧症 ………… 16, 142
本態性低血圧症 ……………… 146
ポンペ病 …………………………… 77

ま
マイコプラズマ ………………… 193
膜性腎症 ………………… 158, 162
膜性増殖性糸球体腎炎 …… 162
膜性増殖性腎炎 ……………… 158
マジンドール ……………………… 72
末期腎不全 …………………………171
末期腎不全期 ………………… 166
末梢関節炎 ……………………… 107
末梢静脈栄養法 ………………… 41
末梢前庭性めまい ……………… 20
末端肥大症 ………………………… 87
マラスムス ………………………… 51
マロリーワイス症候群 ……… 99
マン・ウェルニッケ姿勢 …… 21
満月様顔貌 …………………… 91, 92
慢性胃炎 …………………………… 99
慢性炎症 ………………………… 264
慢性肝炎 ……………………………118
慢性気管支炎 ………………… 196
慢性下痢 ………………………… 108
慢性甲状腺炎 …………… 89, 247
慢性骨髄性白血病 ………………215
慢性糸球体腎炎 ……… 156, 157
慢性腎炎症候群 ……… 156, 157
慢性腎臓病 ……………………… 169
慢性心不全 ……………………… 134
慢性腎不全 ………………… 57, 164
慢性膵炎 ………………………… 126
慢性創傷 ………………………… 238
慢性肺塞栓 ……………… 149, 150
慢性白血病 …………………………215
慢性閉塞性肺疾患 ………… 196
慢性リンパ性白血病 ……………215
マンニトール …………………… 189
満腹中枢 ………………………22, 68
マンモグラフィ………………… 257

み, む
ミエロペルオキダーゼ染色
 …………………………………… 216
水・電解質輸液製剤 ………… 42
水制限試験 ………………………… 87
ミトコンドリア脳筋症 ………… 53
ミネラル異常症 ………………… 80
未分化 …………………………… 269
脈圧 …………………………… 16, 142
脈拍 …………………………………… 16
無為萎縮 ………………………… 267

無快感症 ………………………… 187
無顆粒球症 ………………………… 88
無機能腎 ………………………… 177
無気肺 …………………………… 202
むくみ ………………………………… 20
ムコ多糖 …………………………… 78
ムコ多糖症 ………………………… 78
無症候性細菌尿 …………………176
無症状胆石 ……………………… 124
無石胆嚢炎 ……………………… 124
無茶食い ………………………… 182
無痛性心筋虚血 ……………… 139
無痛性心筋梗塞 ……………… 139
胸やけ ……………………………… 99

め, も
迷走神経 ………………………… 103
メープルシロップ尿症 ………… 78
メサンギウム増殖性糸球体腎炎
 …………………………………… 158
メタボリックシンドローム
 ………………………………… 70, 72
メタボリックシンドローム
診断基準 ………………………… 73
メチシリン耐性ブドウ球菌
 …………………………………… 195
メチルキサンチン …………… 199
メチルドパ ……………………… 146
滅裂思考 ………………………… 187
メドゥーサの頭 ……………………119
メネトリエ病 …………… 107, 108
めまい ………………………………… 19
免疫学検査 ………………………… 33
免疫グロブリン ………………… 33
免疫複合体 ……………………… 247
免疫抑制薬 ……………………… 248
免疫抑制療法 …… 44, 212, 213
メンケベルグ型 ……………… 137
網赤血球 ………………………… 210
網赤血球数 ………………………… 27
妄想 ………………………………… 187
網膜症 ……………………………… 56
モニタリング ……………………… 41
もやもや病 ……………………… 150
問診 …………………………………… 15
モンテプラーゼ ……………… 150
門脈圧亢進 …………………………119

や～よ
野牛肩 ……………………………… 91
薬剤性肥満 ………………………… 69
薬物療法 …………………………… 42
やせ ……………………………… 16, 69
夜盲症 ……………………………… 79
融解壊死 ………………………… 267
遊離脂肪酸 …………… 29, 62, 73
輸液 …………………………………… 42
輸血 …………………………………… 42

葉気管支 ………………………… 193
溶血性貧血 …………………………212
葉酸 ………………………………… 210
葉酸欠乏症 ………………………… 79
陽性適中度 ………………………… 25
陽性予測値 ………………………… 25
陽電子核種 ………………………… 37
陽電子放射断層撮像法 …… 183
洋梨型肥満 ………………………… 70
予備吸気量 ……………………… 199
予備呼気量 ……………………… 199

ら, り
らい菌 ……………………………… 196
ライノウイルス ………………… 193
ラクツロース …………………… 120
ラクナ梗塞 …………………………151
ラニナミビル …………………… 194
ラポール ………………………… 187
ラミブジン …………………………118
ランゲルハンス島 ……………… 52
卵子 ………………………………… 254
卵巣 ………………………………… 254
卵巣がん ………………………… 254
卵巣茎捻転 ……………………… 254
卵巣腫瘍 ………………………… 254
卵巣チョコレート嚢胞 ……… 258
卵胞 ………………………………… 254
卵胞刺激ホルモン ……… 86, 259
卵母細胞 ………………………… 254
リウマチ ………………………… 248
リウマチ因子 …………………… 249
リウマチ結節 …………………… 249
リウマチ性疾患 ……………… 247
リウマチ様症状 ……………… 247
リエントリー …………………… 146
理学的診察 ………………………… 15
理学療法士 ………………………… 45
リコンビナントエリスロポエチン
製剤 …………………………………215
利尿薬
 …… 134, 136, 145, 157, 164
リハビリテーション …………… 45
リバビリン …………………………118
リビング・ウイル ……………… 48
リフィーディングシンドローム
 …………………………………… 182
リポたんぱく質 …………… 29, 62
リポたんぱく質（a） …………… 64
リポたんぱく質代謝 …………… 29
リポたんぱく質リパーゼ …… 64
リボフラビン欠乏症 …………… 79
リモデリング …………………… 224
瘤内塞栓術 …………………………151
両心不全 ………………………… 135
良性腫瘍 ………………………… 268
緑膿菌 …………………………… 195
リレンザ ®  ……………………… 194

リンゴ型肥満……………………… 70
リン脂質 ……………………… 29, 62
輪状咽頭筋 ……………………… 103
臨床検査 …………………………… 23
鱗屑 …………………………… 20, 245
リンパ球 …………………………… 27
リンパ行性転移 ……………… 271

る～ろ
類骨 ………………………………… 228
類線維素変性 ………………… 266
るいそう ……………………… 16, 69
涙点プラグ ……………………… 250
ループス腎炎 …………………… 158
レイノー現象 …………… 248, 250
レーザー光線治療 ………………176
レジスチン ………………………… 73
レシチン …………………………… 62
レシピエント ……………………… 44
レニン ……………………………… 164
レニン・アンギオテンシン・アルド
ステロン系 ……… 92, 134, 142
レビー小体 ……………………… 185
レプチン ………………………68, 73
レペタン®  ……………………… 126
レボドパ製剤 …………………… 186
レムナント ………………………… 63
レムナントリポたんぱく質 … 63
連銭形成 ……………………………217
ロイコトリエン ………………… 201
老化 ………………………………… 264
労作性狭心症 ………………… 139
漏出液 ……………………………… 22
老人性骨粗鬆症 ……………… 224
老年症候群 ……………………… 230
老廃物 ……………………………… 31
ローレル指数 ……………………… 72
濾過膜 ………………………………171
ロコモ ……………………………… 231
ロコモティブシンドローム
 …………………………………… 231

わ
ワルファリン
 …………… 137, 141, 148, 152

285臨床医学　疾病の成り立ち　改訂第 2版 ●

index


