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中心性肥満 ……………………… 47

中性脂肪 …………………………… 20

中等度低栄養 …………………… 29

腸液 …………………………………… 35

腸炎ビブリオ ………………… 191

聴覚・言語障害 ……………… 247

蝶型紅斑 ………………………… 180

腸管アデノウイルス ……… 256

腸管運動異常下痢 …………… 61

腸管感染症 …………………… 190

腸管出血性大腸菌 ………… 192

腸管バイパス術 ………………… 25

調製粉乳 ………………………… 165

超低エネルギー食 …………… 26

腸閉塞 …………………………… 207

直接訓練 ………………………… 237

直接服薬確認法 …………… 145

著効 ………………………………… 202

治療計画書 …………………… 202

治療用特殊食品 …………… 107

つ
通常歩行速度 ………………… 168

痛風 …………………………………… 26

痛風関節炎 ……………………… 27

痛風腎 ……………………………… 27

痛風発作 …………………………… 27

ツベルクリン反応 …………… 145

ツングの抑うつ尺度 ……… 137

て
低アレルゲン化食品 ……… 261

低栄養 ……………………………… 29

低栄養状態 …………………… 130

低温やけど ……………………… 227

低回転性骨粗鬆症 ……………161

低カリウム血症 ………………… 48

低カルシウム血症 …………… 46

低甘味ブドウ糖重合体製品
 …………………………………… 107

定型手術 ………………………… 202

低酸素血症 …………………… 146

低出生体重児 ………………… 275

低出生体重児分娩 ………… 275

低身長 …………………………… 163

低たんぱく血症 ………… 59, 104

低ナトリウム血症 ………… 42, 49

低フェニルアラニンミルク 266

低補体血症 …………………… 102

低リン血症 ………………………… 44

デスモプレシン ………………… 41

テタニー …………………… 46, 163

鉄 ……………………………… 32, 152

鉄欠乏 ……………………………… 32

鉄欠乏性貧血 ………… 151, 182

デブリードマン ……………… 293

電解質異常 …………………… 105

でんぷん製品 ………………… 107

と
頭蓋内出血 ……………………… 31

銅過剰症状 ……………………… 32

頭頸部構造 …………………… 234
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糖原 ………………………………… 268

糖原病 …………………………… 268

糖原病Ⅰ型 ……………………… 269

糖原病Ⅲ型 …………………… 269

糖原病Ⅷ型 …………………… 269

統合失調症 …………………… 137

統合腫瘍学 …………………… 206

橈骨遠位端 ………………………161

糖脂質 …………………………… 128

透析アミロイドーシス ………110

透析困難症 ………………………110

透析導入基準 ……………………110

透析療法 ………………………… 109

透析療法期 …………………… 109

糖尿病 ……………………………… 15

糖尿病ケトアシドーシス 15, 35

糖尿病食事療法のための
食品交換表 …………………… 19

糖尿病神経障害 ……………… 15

糖尿病性腎症 …………… 15, 107

糖尿病網膜症 …………………… 15

頭部術後 ……………………………219

動脈硬化 …………………………… 88

動脈硬化性疾患 …………… 107

ドーパミン ………… 49, 125, 138

ドーパミンアゴニスト …… 126

ドーパミン受容体刺激薬 126

特異的 IgE抗体 ……………… 142

特殊ミルク …………………… 266

毒素型食中毒 ………………… 190

床ずれ …………………………… 293

床ずれパッド ………………… 294

ドネペジル塩酸塩 ………… 122

塗抹検査 ………………………… 145

ドライウェイト ……………… 228

トランス型 …………………… 90, 92

トランスサイレチン …………… 29

トランス脂肪酸 ……………22, 90

トランスフェリン ……………… 29

トリグリセリド ………………… 20

トリプトファン ………………… 137

ドレッシング …………………… 293

ドンペリドン …………………… 258

な
ナイアシン ………………………… 30

内視鏡的胃粘膜切除術 … 216

内視鏡的結石破砕術 ………115

内視鏡的胆道ドレナージ … 81

内臓脂肪型肥満 ……… 23, 262

内部障害 ………………………… 247

ナウゼリン®  ………………… 258
軟骨下骨のう胞 ……………… 166

に
肉眼的血尿 …………………… 102

肉芽組織 ………………………… 293

肉芽組織形成 ………………… 181

ニコチン酸 ………………………… 30

ニコチン酸誘導体 …………… 21

二次性関節症 ………………… 165

二次性高血圧 …………………… 88

二次性骨粗鬆症 ………………161

二次性乳糖不耐症 ………… 257

二次性肥満 ……………… 23, 262

二次性貧血 …………………… 154

二次性副甲状腺機能亢進症
 ………………………………………110

二重エネルギーX線吸収
測定法 ……………………………161

二次予防 ………………………… 201

日常生活動作 ………………… 291

日光浴 …………………………… 165

ニトログリセリン ……………… 91

日本人のためのがん予防法
 …………………………………… 202

乳酸菌 ……………………………… 63

乳酸菌製剤 …………………… 261

乳児期肥満 …………………… 264

乳児ボツリヌス症 …………… 192

乳糖酵素剤 …………………… 257

乳糖除去ミルク ……………… 266

乳糖制限 ………………………… 266

乳幼児下痢症 ………………… 256

尿異常 ……………………………… 99

尿意切迫感 ………………………116

尿酸 ……………………………………115

尿酸塩結晶 ……………………… 27

尿酸クリアランス ……………… 27

尿酸産生過剰型 ……………… 27

尿酸産生抑制薬 ……………… 27

尿酸値 ……………………………… 27

尿酸排泄促進薬 ……………… 27

尿酸排泄低下型 ……………… 27

尿酸排泄量 ……………………… 27

尿素サイクル ………………… 268

尿素サイクル異常 …………… 267

尿中アルブミン排泄量 ……… 16

尿糖 …………………………………… 15

尿毒症 …………………………… 106

尿濃縮試験結果 ……………… 27

尿閉 ……………………………………116

尿崩症 ……………………………… 40

尿路系疾患 ………………………115

尿路結石 …………………… 27, 115

尿路結石症 ………………………115

妊産婦のための食生活指針
 …………………………………… 276

妊産婦用粉乳 ………………… 278

妊娠高血圧 …………………… 279

妊娠高血圧症候群 ………… 278

妊娠高血圧腎症 …………… 279

妊娠性鉄欠乏性貧血 …… 277

妊娠性貧血 …………………… 277

妊娠ターミネーション …… 279

妊娠糖尿病 …………………… 282

認知行動療法 … 132, 133, 137

認知再構成法 ………………… 137

認知症 …………………………… 122

ぬ，ね
盗み食い ………………………… 129

熱傷 ………………………………… 226

熱傷指数 ………………………… 227

ネフローゼ症候群 ………… 104

粘血下痢便 ……………………… 64

粘膜傷害ストレス性潰瘍 … 58

の
ノイチーム®  …………………… 261

脳下垂体異常 …………………… 40

脳虚血スコア ………………… 124

脳血管疾患 ………………… 85, 93

脳血管性認知症
 …………………… 122, 123, 124

脳血栓 ……………………………… 93

脳梗塞 ……………………………… 93

脳出血 ……………………………… 93

脳塞栓 ……………………………… 93

脳内麻薬 ………………………… 129

ノルアドレナリン 49, 136, 138

ノロウイルス…………… 192, 256

は
パーキンソン症候群 ……… 125

パーキンソン症状 …………… 127

パーキンソン病 ……… 122, 125

肺炎 ………………………………… 143

肺気腫 …………………………… 145

肺結核 …………………………… 145

敗血症 …………………………… 226

肺疾患 …………………………… 143

肺実質 …………………………… 143

排出型 ………………………………132

バイタルサイン ……………… 224

排尿困難 ……………………………116

排尿障害 ………………… 116, 127

培養検査 ………………………… 145

パウチ …………………………… 218

吐きだこ ……………………………132

バクテリアルトランスロケー
ション …156, 206, 225, 230

破骨細胞 ……………………………161

橋本病 ……………………………… 43

バスキュラーアクセス ………110

長谷川式知能評価スケール → 
改訂 長谷川式知能評価ス
ケール …………………………………

バセドウ病 ………………………… 42

はちみつ ………………………… 192

バッファローハンプ …………… 47

鳩胸 ………………………………… 163

ハミルトンうつ病病状評価表
 …………………………………… 137

パラチフスA菌 ……………… 190

反回神経麻痺 ……………………215

瘢痕 ………………………………… 294

半座位 …………………………… 184

半消化態栄養剤 ……………… 65

パンヌス形成 ………………… 181

反復唾液嚥下テスト ……… 235
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ひ
非アトピー型 ………………… 143

非アルコール性脂肪性肝炎 76

非アルコール性脂肪性肝疾患
 ……………………………………… 76

ヒアルロン酸 ………… 166, 170

ピークフロー値 ……………… 143

非可逆性 ………………………… 106

皮下脂肪型 …………………… 262

ビグアナイド薬 ………………… 16

非根治的手術 ………………… 202

膝関節 …………………………… 165

皮質骨 …………………………… 163

微弱陣痛 ………………………… 275

微小変化型ネフローゼ症候群
 …………………………………… 104

ヒスタミン ……………… 138, 178

ヒスタミンH1受容体拮抗薬
 …………………………………… 173

ヒスタミンH2受容体拮抗薬
 ……………………………………… 57

ヒスタミン遊離試験 ……… 173

非ステロイド性抗炎症薬 … 27

非石灰化骨基質 ……………… 163

非代償期 …………………………… 71

ビタミン …………………………… 30

ビタミンA …………………… 30, 55

ビタミンA欠乏症 ………… 185

ビタミンB1 ………………………… 30

ビタミンB1不足 ……………… 133

ビタミンB2 ……………………… 30

ビタミンB3 ……………………… 30

ビタミンB6 ……………………… 30

ビタミンB12 ……………… 30, 153

ビタミンC …………………… 30, 55

ビタミンD …………………… 30, 55

ビタミンD活性化障害 …… 163

ビタミンD欠乏症 ………… 163

ビタミンE ………………………… 30

ビタミンK …………………… 30, 92

ビタミン異常症 ………………… 30

ピック病 ………………………… 122

非定型抗精神病薬 ………… 138

ヒト免疫不全ウイルス …… 185

ヒドロコルチゾン ……………… 49

皮内テスト ……………………… 173

ビネー式知能検査 ………… 247

非排出型 ……………………………132

ビフィズス菌 …………………… 63

皮膚炎 ……………………………… 32

皮膚硬化 ………………………… 183

皮膚線条 ………………………… 262

皮膚テスト ……………………… 173

皮膚肥満細胞 ………………… 178

非ヘム鉄 ………………………… 152

飛沫 ………………………………… 194

飛沫核 …………………………… 194

飛沫感染 ………………………… 194

肥満 ………………………………… 275

肥満細胞 ………………………… 178

肥満症 ……………………… 23, 262

びまん性皮膚硬化型 ……… 183

ピメクロリウム外用薬 ………176

病原大腸菌 …………………… 190

病原微生物検出情報 ……… 193

標準化透析量 ……………………111

標準予防策 …………………… 194

日和見感染症 ………… 143, 185

ピラジナミド ………………… 145

びらん ……………………………… 58

ピリドキシン ……………………… 30

微量アルブミン尿 …………… 107

微量ミネラル …………………… 32

ビリルビンカルシウム結石 78

ピロリ菌 …………………………… 59

貧血 ………………… 110, 150, 277

頻尿 ……………………………………116

ふ
ファーラー位 ………………… 184

フィッシャー比 ………… 72, 146

フィッシュバーグ濃縮試験 28

フィブラート系薬 ……………… 21

フィラデルフィア染色体 … 157

フードテスト …………………… 235

フェニルケトン尿症 ……… 266

フェノバール®  ……………… 258
フェノバルビタール ………… 258

不均衡症候群 ……………………110

腹腔鏡下術 …………………… 216

副甲状腺異常 …………………… 44

副甲状腺機能亢進症 ……… 44

副甲状腺機能低下症 ………… 46

副甲状腺腫瘍 …………………… 44

副甲状腺腺腫 …………………… 44

副甲状腺ホルモン …………… 44

副作用 …………………………… 203

副腎異常 …………………………… 46

副腎結核 …………………………… 49

副腎腺腫 …………………………… 46

副腎皮質刺激ホルモン 47, 49

副腎皮質ホルモン剤 ………… 49

腹膜透析 ………………………… 109

浮腫 ………………………………… 103

物理性蕁麻疹 ………………… 179

ぶどう酒様 ……………………… 102

部分寛解 ………………………… 203

不変 ………………………………… 203

不溶性グルカン ………………… 54

不溶性食物繊維 ……………… 61

プラークコントロール ……… 55

プラミペキソール …………… 126

プランマー・ヴィンソン
症候群 ……………………………151

プリン体 …………………… 27, 115

プリン体含有量 ………………… 28

プルモケア®  ………………… 147

プレアルブミン ………………… 29

フレイル ………………………… 291

フレイルティ ………………… 291

プレドニゾロン ………… 49, 181

プレバイオティクス ………… 206

ブレンダー食 ………………… 239

プロテオグリカン …………… 165

プロトンポンプ阻害薬 ……… 57

プロバイオティクス 178, 206

プロピオン酸血症 ………… 268

分割法 …………………………… 251

分岐鎖アミノ酸 ……… 147, 225

分子標的薬 …………………… 202

分泌性下痢 ……………………… 61

噴門側胃切除 ………………… 216

へ
平均赤血球ヘモグロビン
濃度 …………………………… 150

平均赤血球容積 …………… 150

閉経後骨粗鬆症 ………………161

米国がん研究協会 ………… 201

米国精神医学会の診断基準
 …………………………………… 129

閉塞性換気障害 …… 145, 147

ペーシング ……………………… 207

べック式抑うつ評価尺度 137

ペプシノーゲン ………………… 58

ペプシン …………………………… 58

ヘム鉄 …………………… 152, 278

ヘモグロビン ………………… 150

ヘモグロビン濃度 ………… 150

ヘモクロマトーシス ………… 32

ペラグラ …………………………… 30

ヘリコバクター・ピロリ …… 58

ペルゴリド ……………………… 126

ヘルパーT細胞 ……………… 185

ベロ毒素 ………………………… 192

変形性関節症 … 160, 165, 168

変形性脊椎症 ………………… 168

ベンズブロマロン ……………… 27

変性疾患 ………………………… 125

便秘型過敏性腸症候群 …… 65

便秘症 ……………………………… 60

ほ
縫合不全 ………………………… 202

放射線治療 …………………… 203

放射線療法 …………………… 206

乏尿 ………………………………… 103

乏尿期 …………………………… 103

乏尿・無尿期 ………………… 105

補完医療 ………………………… 206

補完代替医療 ………………… 206

保存療法 ………………………… 166

発作型高血圧 …………………… 49

発作性呼吸困難 ……………… 92

発赤 ………………………………… 293

ボツリヌス菌 ………………… 191

歩幅 ………………………………… 168

ホメオスタシス機構 ………… 32
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ホモシスチン尿症 …… 266, 267

ホルモン薬 …………………… 202

本態性高血圧 …………………… 86

ま
マイコプラズマ ……… 142, 143

膜性腎症 ………………………… 103

膜性増殖性腎炎 …………… 104

まぐろ ………………………………… 65

マジンドール …………………… 25

マスト細胞 ……………………… 178

末期腎不全 ……………………… 99

末端肥大症 ……………………… 40

マットレス ……………………… 295

マラスムス ……………………… 255

満月様顔貌 ……………………… 47

慢性炎症性疾患に伴う貧血
 …………………………………… 182

慢性肝炎 …………………………… 69

慢性気管支炎 ………………… 145

慢性下痢 …………………………… 61

慢性甲状腺炎 …………………… 43

慢性骨髄性白血病 ………… 156

慢性糸球体腎炎 …… 103, 104

慢性腎臓病 ……………………… 99

慢性腎不全 …………………… 106

慢性蕁麻疹 …………………… 179

慢性膵炎 …………………………… 80

慢性膵炎臨床診断基準 …… 80

慢性閉塞性肺疾患 ………… 145

慢性便秘 …………………………… 60

み
味覚障害 …………………………… 32

水中毒 ……………………………… 41

水飲みテスト 
→ 改訂水飲みテスト

ミネラル …………………………… 32

ミネラル異常症 ………………… 32

ミネラルコルチコイド ……… 47

ミュータンス菌 ………………… 54

ミルマグ ®  ……………………… 261

む
無月経 …………………………… 130

ムコゾーム®  …………………… 261

ムコ多糖類 …………………… 170

虫歯 …………………………………… 54

無重力 …………………………… 167

むせ ………………………………… 234

無動 ………………………………… 125

無尿期 …………………………… 105

無乳糖粉乳 …………………… 266

め
メープルシロップ尿症 …… 266

メタボリックシンドローム
 ……………………………… 23, 262

メタボリックシンドローム
診断基準（小児） ………… 264

メチオニン ………………………… 72

メチルマロン酸血症 ……… 268

免疫栄養療法 …………………… 81

免疫寛容 ………………………… 173

免疫調整栄養剤 ……………… 81

免疫賦活栄養剤 …………… 225

免疫賦活栄養法 ………………214

も
モイスキンパッド …………… 294

網膜症 …………………………… 107

問題志向型システム ……… 207

や
夜間頻尿 ……………………………116

薬剤性便秘 ……………………… 60

やけ食い ………………………… 129

やけど …………………………… 226

夜食 …………………………………… 73

やせ ………………………………… 275

夜盲症 ……………………………… 30

ゆ
有害事象 ………………………… 203

有害事象共通用語規準 … 203

有機酸 ……………………………… 35

有効 ………………………………… 203

有酸素運動 ……………………… 26

夕食偏重型の食生活 …………116

誘発試験 ………………………… 173

幽門側胃切除 ………………… 216

遊離サイロキシン ……………… 43

遊離トリヨードサイロニン 43

よ
陽イオン交換樹脂 ……………111

溶血性尿毒症症候群……… 192

溶血性貧血 …………………… 154

葉酸 …………………………… 30, 153

葉酸欠乏 ………………………… 153

幼児身長体重曲線 ………… 262

ヨウ素欠乏 ……………………… 32

ヨウ素制限 ……………………… 43

腰椎 ………………………………… 165

予後栄養指数 ………………… 205

抑うつ尺度 ……………………… 137

ら
ラクトース制限 ……………… 266

ラコール®NF ………………… 261

ラックビー®R ………………… 261

ラップ療法 ……………………… 294

ラピッド・ターンオーバー・
プロテイン ……………………… 29

り
リステリア・モノサイトゲネス
 …………………………………… 190

リゾティア®  …………………… 261

離脱症状 ………………………… 134

利尿期 …………………… 103, 105

利尿薬 …………………… 102, 105

リハビリテーション ……… 248

リファンピシン ……………… 145

リフィーディング・
シンドローム ………………… 30

リフラップ ®  …………………… 261

リポたんぱく …………………… 20

リボフラビン …………………… 30

流涎 ………………… 126, 127, 238

流動食 ………………………………214

良性肥満 ………………………… 264

リン吸着薬…………………………111

リン酸塩 …………………… 33, 115

リン酸マグネシウム …………115

臨床的寛解 …………………… 182

リンパ管圧 ………………………… 60

る
類骨 ………………………………… 163

涙腺 ………………………………… 184

るいそう ……………………………213

ルートプレーニング ………… 55

ループス腎炎 ………………… 180

れ
レイノー現象 ………… 180, 183

レジスタンス運動 ……………… 26

レジメン ………………………… 202

レチノール ………………………… 30

レチノール結合たんぱく …… 29

レニン ……………………………… 48

レビー小体 ……………………… 125

レビー小体病型 ……………… 122

レフトーゼ ®  …………………… 261

レボチロキシンナトリウム（T4）
水和物 ………………………… 267

ろ
ロイシン ………………………… 168

瘻孔 …………………………………… 63

労作時呼吸困難 ……………… 92

老人性骨粗鬆症 …………………161

漏斗胸 …………………………… 163

老年症候群 …………………… 291

ロコモ25 ……………………… 168

ロコモーショントレーニング
 …………………………………… 168

ロコモティブシンドローム 168

ロコモ度テスト ……………… 168

ロタウイルス ………… 192, 256

ロタウイルスワクチン …… 257

肋骨 ……………………………………161

ロピニロール ………………… 126

わ
ワクチン接種 ………………… 142

ワルファリン …………………… , 92

弯曲変形 ………………………… 163

309臨床栄養学　疾患別編　改訂第 2版 ●

index


