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脳血管障害… …………… 120

テルミール ® ミニ /ミニα…
… ………………………… 229

脳梗塞……………………… 120

非代償期……………… 74, 75

脳出血……………………… 120

ビタジェクト® 注キット…
… ………………… 28, 200

テルモ糖注 10%… ……… 192
テルモ糖注 50%………… 192
電解質……………………… 21

脳血栓……………………… 120

脳塞栓……………………… 120
飲む栄養プラス ® … …… 207

電解質異常… …………… 163

ビスホスホネート製剤…

… ………………………… 162

ビタミン… ………………… 21
ビタミンA… ……… 136, 173

電解質輸液… …………… 35

ビタミン B1 含有アミノ酸加
糖電解質輸液… ……… 35

天然濃厚流動食………… 41

ビタミン C… ……………… 136
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ビタミン D………………… 173

プロミア ® ………………… 215

麻痺性イレウス… ……… 141

ビタミン E… ……………… 173

分岐鎖アミノ酸製剤…… 64

ビタミン K… ……… 161, 173

粉砕法……………………… 183

マルタミン ® 注射用…
… ………………… 28, 200

必須脂肪酸… …………… 142

へパス ® …………… 48, 231

必須脂肪酸欠乏症…… 153

ヘパリン…………………… 154

非閉塞性腸管壊死…… 117

ヘパン ED …

病態別経腸栄養剤… … 92
微量元素……………… 21, 182
微量元素製剤… …… 70, 86

ふ〜ほ
ブイ・クレス ® … ………… 204
ブイ・クレス ® BIO…… 204
ブイ・クレス CP10® …… 205
フィジオ ® 140 輸液… … 188
フィジオ ® 35 輸液……… 190
フィジオ ® 70 輸液……… 192
フィジオゾール ® 3 号輸液…
… ………………………… 190

®

… …………… 43, 48, 202

慢性呼吸不全… ………… 52

… ………………… 44, 224

慢性腎臓病… …………… 89

ペプタメン ® インテンス…
… ……………………44, 215

慢性心不全… …………… 58

ペプタメン ® スタンダード…
… ………………… 44, 224

慢性閉塞性肺疾患…
… ……………………52, 130

ペプチーノ ® …
… ……… 44, 72, 171, 214
ペプチドミルク… ……… 143
ペムノン ® ………………… 209
便秘… ……………… 116, 180
片麻痺……………………… 120
芳香族アミノ酸… ……… 142
放射線性食道炎………… 111

ブドウ糖…………………… 21

放射線療法… …………… 109

ブドウ糖液………………… 35

補完的静脈栄養………… 10

プラスアミノ ® 輸液… … 194

ポリフル ® … ……………… 178

フルカリック ® 1 号 /2 号 /…
3 号輸液…… 24, 25, 196

ボルビサール ® 注…

フルクトラクト® 注… … 190

ボルビックス ® 注…

… ………………… 52, 228

プレアミン ® -Ｐ注射液…
… …………………… 27, 194
フレイル… ………………… 58
プレバイオティクス… … 177

… ……………………28, 201
… ……………………28, 201

ま〜む
マーメッドプラス

…
™

… ……………………56, 213

マーメッド ® ワン… …… 56

プロキュア ® Z…… 53, 229

末期腎不全… …………… 89

プロテアミン ® 12 注射液…
… …………………… 27, 194

末梢静脈栄養… …… 10, 34

プロトンポンプ阻害薬…

… ………………………… 177

プロバイオティクス… … 177

慢性肝炎…………………… 64
慢性偽性腸閉塞症……… 10

ペプタメン ® AF…

不整脈……………………… 158

プルモケア ® -Ex…

マルトース輸液 10%
「フソー」… ……………… 192

慢性膵炎…………………… 73

味覚異常…………………… 109
ミキシッド ® Ｈ /L 輸液…
… …… 24, 25, 150, 196
水電解質喪失… ………… 163
ミネラリン ® 注……28, 201

め・も
明治 YH ® … ……………… 223
明治インスロー ® …

… ……………………51, 222

明治メイグッド ® 300 K…
… ………………………… 223
明治メイバランス ® 1.0…
… ………………………… 219
明治メイバランス ® 1.5…
… ………………………… 226
明治メイバランス ® 2.0…
… ………………………… 234
明治メイバランス ® Arg
Mini… ………………… 231
明治メイバランス ® HP1.0…
… ………………… 219, 221

末梢静脈栄養輸液……… 35

明治メイバランス ® HP1.5…
… ………………………… 227

末梢挿入型中心静脈カテー
テル… ………………………11

明治メイバランス ® Mini…
… ………………… 230, 231
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明治メイバランス ® R グリー
ン/R ホワイト…
… ………………… 210, 211
明治メイバランス ® リハサ
ポート® Mini… ……… 231

ランドマーク法…………… 152
リーナレン ® ……………… 173
リカバリー ® 1.5… ……… 225
リカバリー ® Amino…… 219
リカバリー ® Mini……… 230

明治メイフロー ® 300 K…
… ………………………… 233

リカバリー ® SOY… …… 219

明治メイフロー ® RHP300
K…………………………… 211

リカバリーニュートリート® …
… ………………… 55, 225

明治メイプロテイン ® …

リソース ® グルコバル…

明治メイン ® ……… 53, 223

リソース ® ペムパル ® …

明治リーナレン ® D…
… ………………… 228, 232

利胆薬……………………… 105

… ………………………… 209

明治リーナレン ® LP…
… …………… 49, 232, 233
明治リーナレン ® MP…
… ……………………49, 233

… ………………………… 224
… ………………………… 230

リパクレオン ® …………… 76
リハビックス ® -K1 号輸液…
… ……………………26, 198

メディエフ ® … …………… 218

リハビックス ® -K2 号輸液…
… ………………………… 198

メディエフ ® プッシュケ
ア ® 2.5… ……… 55, 236

リフィーディング症候群…
… ………………………… 168

メディミル ® ロイシンプラ
ス… ……………………… 235
メドレニック ® 注シリンジ…
… ……………………28, 201
免疫賦活型経腸栄養剤…

… ………………………… 53

モリプロン ® Ｆ輸液…
… …………………… 27, 194
モリヘパミン ® 点滴静注…
… …………………… 27, 194

リンゲル液………………… 15
リンゲル液「オーツカ」
…
… ………………………… 188
ルート確保………………… 151
ループ利尿薬… ………… 168
レナウェル ® 3/A…
… …………… 49, 173, 232
レナジー bit ® … … 49, 223
レナジー U ® …………49, 227

わ

や〜ろ
薬剤性肝障害… ………… 159
輸液… ……………………… 13
ラクテック ® D/G 輸液…
… ………………………… 188

ワルファリン… …………… 161
ワンパル ® 1 号 /2 号輸液…
… …………… 24, 25, 196

ラクテック ® 注… ……… 188
ラクナ梗塞………………… 120
ラコール ® NF…
… …………… 46, 55, 202
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