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カルバゾクロム・・・・・・199
カルペリチド・・・・・・・・154
カルボカイン®・・・・・・・・85
カロナール®・ ・・・・・・・178
冠血管拡張薬・・・ 126,・262
冠動脈治療・・・・・・・・・207
灌流・洗浄液・・・・・・・・264
カンレノ酸カリウム・・・ 150

き
気管支拡張薬・・・ 156,・262
気管支喘息・・・・・・・・・156
危機的出血の対応・
ガイドライン・・・・・・249
希釈するときの計算法・
・・・・・・・・・・・・・・・・・294
希釈性凝固障害・・・・・・198
キシロカイン®・・・ 82,・144
急性副腎不全・・・・・・・・194
吸入麻酔薬・・・・・・・・・・68
凝固・・・・・・・・・・・・・・・215
局所止血薬・・・・・・・・・198
局所麻酔薬・・・・・・・・・・80
局所麻酔薬中毒・・・・・・・81
筋強直・・・・・・・・・・・・・・19
筋硬直・・・・・・・・・・・・・・15
筋弛緩拮抗薬・・・・・・・・・53
筋弛緩モニタ・・・・・・・・・66
筋弛緩薬・ ・・・・・・・・・・・52

く
グラニセトロン・・・・・・189
クリアランス・・・・・・・・・29
グリセオール®・・・・・・・151
グリセロール・・・・・・・・151
クリンダマイシン・・・・280

クレイトン®・ ・・・・・・・195
クレキサン®・ ・・・・・・・266
クロルフェニラミン・ ・190

け
ケイツー®N・・・・・・・・・201
けいれん・ ・・・・・・・・・・163
ケタミン・ ・・・・・・・・・・・46
ケタラール®・ ・・・・・・・・46
血液凝固因子製剤・・・・198
血管収縮薬・・・・・・・・・・91
血漿増量剤・・・・・・・・・231
血糖管理・ ・・・・・・・・・・244
解熱鎮痛薬・・・・・・・・・172
献血アルブミネート・
4.4％・ ・・・・・・・・・・・234
献血ノンスロン®・・・・・218

こ
コアテック®・ ・・・・・・・120
小池笑気・ ・・・・・・・・・・・70
降圧薬・・・・・・・・ 124,・261
抗アレルギー薬・・・・・・186
効果部位濃度・・・・・・・・・19
交感神経作用薬・・・・・・100
抗凝固薬・ ・・・・・・・・・・206
抗菌薬・・・・・・・・・・・・・276
抗けいれん薬・・・・・・・・162
抗血小板薬・・・・・・・・・206
抗血栓薬・ ・・・・・ 258,・264
高血糖・・・・・・・・・・・・・242
抗甲状腺薬・・・・・・・・・262
抗コリン作動薬・・・・・・283
膠質液・・・・・・・・・・・・・255
抗シバリング作用・・・・・22
抗ショック薬・・・・・・・・222
抗精神薬・ ・・・・・・・・・・261
抗線溶薬・ ・・・・・・・・・・198
抗てんかん薬・・・・・・・・262
抗パーキンソン薬・・・・262
抗ヒスタミン薬・・・・・・184
抗不整脈薬・・・・ 134,・262
抗プラスミン薬・・・・・・198
骨セメント・・・・ 264,・275
コハク酸ヒドロコルチゾ
ン・・・・・・・・・・・・・・・195
コミュニケーション・・・ 300
コルチゾール分泌・・・・194

コルホルシンダロパート・
・・・・・・・・・・・・・・・・・122
コンレイ®・ ・・・・・・・・・272

さ
サージカル・シンプレックス®・

・・・・・・・・・・・・・・・・・275
サイアザイド系利尿薬・・148
再筋弛緩化・・・・・・・・・・65
細胞外液補充剤・・・・・・226
サイレース®・ ・・・・・・・・44
酢酸リンゲル液・・・・・・229
サプリメント・・・・・・・・261
サリンヘス®輸液6％・・231
産科麻酔・ ・・・・・・・・・・103
三環系抗うつ薬・・・・・・261
ザンタック®・ ・・・・・・・293

し
ジアゼパム・・・・・ 42,・287
色素・・・・・・・・・・・・・・・264
ジギタリス・・・・・・・・・145
ジギタリス製剤・ 136,・261
ジギタリス中毒・・・・・・145
子宮収縮薬・・・・・・・・・264
子宮収縮抑制薬・・・・・・264
シグマート®・ ・・・・・・・132
ジクロフェナク・・・・・・・95
ジクロフェナック・
ナトリウム・・・・・・・・175
止血異常・ ・・・・・・・・・・198
止血薬・・・・・・・・・・・・・198
ジゴシン®・ ・・・・・・・・・145
脂質親和性・・・・・・・・・・93
持続鎮痛法・・・・・・・・・・94
持続投与・ ・・・・・・・・・・・32
ジソピラミド・・・・・・・・143
シバリング・・・・・・・・・・17
シベレスタット・・・・・・224
蛇毒製剤・ ・・・・・・・・・・198
重炭酸リンゲル液・・・・229
手術・・・・・・・・・・・・・・・264
手術部位感染・・・・・・・・276
術後・・・・・・・・・・・・・・・264
術後回復液・・・・・・・・・241
術後鎮痛・ ・・・・・・・・・・・94
術前・・・・・・・・・・・・・・・264
術前の常用薬・・・・・・・・258
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術中・・・・・・・・・・・・・・・264
術野の汚染菌・・・・・・・・276
昇圧薬・・・・・・・・・・・・・100
笑気・・・・・・・・・・・・・・・・70
笑気ガス・ ・・・・・・・・・・・70
状況認識・ ・・・・・・・・・・298
硝酸薬・・・・・・・・ 125,・126
晶質液・・・・・・・・・・・・・255
上室性頻拍・・・・・・・・・136
照射赤血球液-LR「日赤」・
・・・・・・・・・・・・・・・・・250
照射濃厚血小板-LR・
「日赤」・・・・・・・・・・・254
脂溶性（疎水性）・・・・・・80
脂溶性薬物・・・・・・・・・・32
静脈麻酔薬・・・・・・・・・・28
徐脈・・・・・・・・・・・・・・・136
徐脈傾向・ ・・・・・・・・・・・61
ジルチアゼム・・・・・・・・129
心エコー・ ・・・・・・・・・・274
心筋ナトリウムチャネル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
神経膜ナトリウムチャネ
ル・・・・・・・・・・・・・・・・93
心室細動・ ・・・・・・・・・・137
心室頻拍・ ・・・・・・・・・・137
新鮮凍結血漿・・・・・・・・252
新鮮凍結血漿-LR・
「日赤」・・・・・・・・・・・252
心臓手術・ ・・・・・・・・・・261
浸透圧利尿薬・・・・・・・・148
心毒性・・・・・・・・・・・・・・81
心房細動・ ・・・・・・・・・・136
心房性ナトリウム・
利尿ペプチド・・・・・・148

す
水溶性造影剤・・・・・・・・273
水溶性ハイドロコートン®・

・・・・・・・・・・・・・・・・・195
水溶性プレドニン®・・・196
スープレン®・ ・・・・・・・・76
スガマデクス・・・・・・・・・63
スキサメトニウム・・・・・54
スキャンドネスト®・・・・85
スコポラミン・・・・・・・・285
ステロイド・・・・ 160,・263
ステロイドカバー・
・・・・・・・・・・・・ 193,・263

ステロイドホルモン・ ・192
ストレスフリー・・・・・・・16

せ
制吐薬・・・・・・・・・・・・・184
生理食塩液・・・・・・・・・228
脊椎麻酔・ ・・・・・・・・・・・90
赤血球液・ ・・・・・・・・・・250
赤血球液-LR「日赤」・・ 250
セファゾリン・・・・・・・・278
セファメジン®α・・・・・278
セフメタゾール・・・・・・279
セフメタゾン®・・・・・・・279
セボネス®・ ・・・・・・・・・・72
セボフルラン・・・・・・・・・72
セボフレン®液・ ・・・・・・72
セメント・ ・・・・・・・・・・275
セルシン®・ ・・・・・ 42,・287
セロトーン®・ ・・・・・・・189
前向性健忘・・・・・・・・・・41
全静脈麻酔・・・・・・・・・・28
喘息・・・・・・・・・・・・・・・156
線溶療法・ ・・・・・・・・・・209

そ
造影剤・・・・ 264,・272,・274
臓器性止血薬・・・・・・・・198
ソセゴン®・ ・・ 24,・95,・291
ゾフラン®・ ・・・・・・・・・189
ソリタ®-T1号輸液・・・・239
ソリタ®-T2号輸液・・・・240
ソリタ®-T3号輸液・・・・238
ソリタ®-T4号輸液・・・・241
ソル・コーテフ®・・・・・195
ソル・メドロール®・・・196
ソルダクトン®・・・・・・・150
ソルデム®2輸液・ ・・・・240
ソルデム®6輸液・ ・・・・241
ソルラクト®・ ・・・・・・・228

た
体温上昇・ ・・・・・・・・・・・78
ダイマー型造影剤・・・・273
大量出血・ ・・・・・・・・・・251
大量輸血療法・・・・・・・・253
タコシール®・ ・・・・・・・202
タスク管理・・・・・・・・・300
脱水補給液・・・・・・・・・240

脱分極性筋弛緩薬・・・・・52
ダラシン®S・ ・・・・・・・・280
炭酸リチウム・・・・・・・・261
ダントリウム®・・・・・・・・78
ダントロレン・・・・・・・・・78
タンパク結合・・・・・・・・・80

ち
チアミラール・・・・・・・・・38
チームワーク・・・・・・・・299
チオペンタール・・・・・・・38
チトゾール®・ ・・・・・・・・38
着色料・・・・・・・・・・・・・264
超音波・・・・・・・・・・・・・274
チラーヂン・・・・・・・・・263
鎮静薬・・・・・・・・・・・・・283
鎮痛薬・・・・・・・・・・・・・283

つ・て
椎体形成術・・・・・・・・・275
ツロブテロール・・・・・・159

ディプリバン®・・・・・・・・34
低用量アスピリン・・・・173
デカドロン®・ ・・・・・・・197
デキサメタゾン・・・・・・197
デクスメデトメジン・ ・・48
デスフルラン・・・・・・・・・76
添加薬・・・・・・・・・・・・・・91
天井効果・ ・・・・ 24,・60,・61

と
糖尿病性昏睡・・・・・・・・243
糖尿病薬・ ・・・・・・・・・・261
ドキサプラム・・・・・・・・・27
ドパミン・ ・・・・・・・・・・108
ドパミン受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・184
ドブタミン・・・・・・・・・110
ドブトレックス®・・・・・110
ドプラム®・ ・・・・・・・・・・27
トラネキサム酸・・・・・・200
トラマール®・ ・・・・・・・・23
トラマドール・・・・・・・・・23
トラムセット配合錠・ ・・23
トランサミン®・・・・・・・200
トリクロホスナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・288
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トリクロリール®・・・・・288
ドルミカム®・ ・・・ 40,・286
ドロペリドール・・ 50,・188
ドロレプタン®・・・ 50,・188
トロンボモジュリン・
アルファ・・・・・・・・・・220

な・に
ナゼア®・・・・・・・・・・・・189
ナファモスタット・・・・217
ナロキソン・・・・・・・・・・26

ニカルジピン・・・・・・・・128
ニコランジル・・・・・・・・132
ニトログリセリン・・・・130
乳酸リンゲル液・・・・・・228

ね
ネオシネジン®コーワ・ 104
ネオスチグミン・・・・・・・60
ネオスチグミン・・
アトロピン配合・ ・・・・61
ネオフィリン®・・・・・・・157

の
ノイアート®・ ・・・・・・・218
濃グリセリン・・・・・・・・151
濃厚血小板-LR「日赤」・
・・・・・・・・・・・・・・・・・254
濃厚血小板製剤・・・・・・254
ノーベルバール®・・・・・164
ノボ・ヘパリン・・・・・・210
ノボ・硫酸プロタミン・

・・・・・・・・・・・・・・・・・212
ノルアドリナリン®・・・114
ノルアドレナリン・・・・114
ノンテクニカル・スキル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・298

は
ハイスコ®・ ・・・・・・・・・285
ハプトグロビン・・・・・・245
ハプトグロビン静注・
2000単位「ベネシス」・
・・・・・・・・・・・・・・・・・245
バランス麻酔・・・・・・・・・69
パルスオキシメーター・
・・・・・・・・・・・・・・・・・269
バルビツール・・・・・・・・162
半減期・・・・・・・・・・・・・・29

バンコマイシン・・・・・・281
ハンプ®・・・・・・・・・・・・154

ひ
非イオン性造影剤・・・・272
ビカーボン®・ ・・・・・・・229
ビカネイト®・ ・・・・・・・229
ビジパーク®・ ・・・・・・・272
非心臓手術・・・・・・・・・261
非脱分極性筋弛緩薬・ ・・52
ビタミンK・・・・・・・・・・260
ヒダントイン誘導体・・・ 162
ヒトインスリン・
（遺伝子組換え）・ ・・・242
人血清アルブミン・・・・234
人ハプトグロビン・・・・245
ヒトフィブリノゲン・・
トロンビン画分・・
ウシ肺アプロチニン・204
ヒトフィブリノゲン・・
トロンビン画分・・・
ウマコラーゲン・ ・・・202
ヒドロキシエチル・
スターチ130000・・・232
ヒドロキシエチル・
スターチ70000・ ・・・231
ヒドロキシジン・・・・・・191
ヒューマリン®R・ ・・・・242
疲労・ストレス管理・・・ 300

ふ
ファモチジン・・・・・・・・293
フィジオ®140輸液・ ・・230
フィジオ®35・ ・・・・・・・238
フィジオ®70輸液・ ・・・239
フェニトイン・・・・・・・・166
フェニレフリン・・・・・・104
フェノチアジン誘導体・
・・・・・・・・・・・・・・・・・261
フェノバール®・・・・・・・164
フェノバルビタール・・・ 164
フェンタニル・・・・・ 18,・94
フォーレン®・ ・・・・・・・・74
フォンダパリヌクス・
ナトリウム・・・・・・・・265
複合止血薬・・・・・・・・・198
副腎クリーゼ・・・・・・・・194
副腎皮質ホルモン・・・・184
フサン®・・・・・・・・・・・・217

ブピバカイン・・・・・・・・・92
ブプレノルフィン・ 25,・95
ブリディオン®・・・・・・・・63
プリンペラン®・・・・・・・187
フルニトラゼパム・・・・・44
フルマゼニル・・・・・・・・・45
フルルビプロフェン・
アキセチル・・・・ 95,・175
プレセデックス®・・・・・・48
プレドニゾロン・・・・・・196
プロスコープ®・・・・・・・272
プロスタグランジン・ ・125
プロスタンディン®・・・133
フロセミド・・・・・・・・・149
プロタノール®L・・・・・・116
プロタミン・・・・・・・・・212
プロテアーゼ阻害薬・・・ 222
プロプラノロール・・・・142
プロポフォール・・・・・・・34
プロポフォール静注・
症候群・・・・・・・・・・・・36
分散状況認識・・・・・・・・298
分布容積・ ・・・・・・・・・・・29

へ
ヘキサブリックス®・・・272
ベクロニウム・・・・・・・・・58
ヘスパンダー®輸液・・・231
ベタメタゾン・・・・・・・・197
ペチジン・ ・・・・・・ 22,・292
ヘパリンナトリウム・・・ 210
ヘパリン反跳現象・・・・212
ベラパミル・・・・・・・・・141
ベリプラスト®・Pコンビ
セット組織接着用・・204
ペルジピン®・ ・・・・・・・128
ヘルベッサー®・・・・・・・129
ベンゾジアゼピン誘導体・
・・・・・・・・・・・・・・・・・162
ペンタジン®・ 24,・95,・291
ペンタゾシン・
・・・・・・・・・・ 24,・95,・291
ペンレス®・ ・・・・・・・・・・82

ほ
抱水クロラール・・・・・・289
ボーラス投与・・・・・・・・・30
ホクナリン®・ ・・・・・・・159
ホストイン®・ ・・・・・・・168
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ホスフェニトイン・・・・168
ホスホジエステラーゼⅢ
（PDEⅢ）阻害薬・・・100
ボスミン®・ ・・・・・・・・・112
ポプスカイン®・・・・・・・・88
ポララミン®・ ・・・・・・・190
ホリゾン®・ ・・・・・ 42,・287
ボルタレン®・ ・・・ 95,・175
ボルベン®輸液6％・・・232

ま
マーカイン®・ ・・・・・・・・92
マグネゾール®・・・・・・・170
麻酔前投薬・・・・・・・・・282
マスキュラックス®・・・・58
マスキュレート®・・・・・・58
慢性閉塞性肺疾患・・・・156
マンニゲン®・ ・・・・・・・152
マンニット®T・ ・・・・・・152
マンニットール®「YD」・
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め・も
メキシチール®・・・・・・・146
メキシレチン・・・・・・・・146
メチルプレドニゾロン・ 196
メチレンブルー・・・・・・270
メトクロプラミド・・・・187
メナテトレノン・・・・・・201
メピバカイン・・・・・・・・・85

モノマー型造影剤・・・・273
モルヒネ・ ・・・・・・ 20,・290

ゆ・よ
輸液・・・・・・・・・・・・・・・226
輸血・・・・・・・・・・・・・・・246
油性造影剤・・・・・・・・・273

ヨード濃度・・・・・・・・・272
予防抗菌薬・・・・・・・・・276

ら
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・・・・・・・・・・・・・・・・・195
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