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数　字
1 FTU   200

5-FU   168

5-HT3 受容体阻害薬   176

欧　文
A～C

ABO型不適合   190

ABX   169

ACE   38

ACE阻害薬   40, 114

ACE阻害薬とARB の作用部位   41

activation syndrome   253

acute kidney injury   111

ADAガイドライン   146

adefovir   107

ADV   107

α- GI   142

AKI   111

AMR   170

angiotensinⅡ receptor blockers   39

angiotensin converting enzyme   38

ARB   39, 40

area under the curve   282

asunaprevir   106

ASV   106

AUC   282

αアドレナリン受容体   59

α-グルコシダーゼ阻害薬   142

BG   142

bioavailability   291

BOT療法   129, 147

βアドレナリン受容体   60

B型肝炎ウイルス   103

βラクタム系抗菌薬   293

CBDCA   167

CDDP   167

chronic kidney disease   111
chronic obstructive pulmonary  

disease   14

CIN   116

CKD   111

Clostridium difficile 関連下痢症   100

Cmax   282

contrast induced nephropathy   116

COPD   14

COPD重症度の総合評価   16

COPDの気流制限による病期   16

COX   212

COX-1   212

COX-2   212

CPR index   140

CPT-11   170

CSII   138

CYP3A4   284

CYP450   284

C型肝炎ウイルス   103
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DAAs   105
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DAPT   75

de-escalation   268

direct acting antivirals   105
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drugs   233

DLV   106
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DOX   170

DPI   24

DPP4阻害薬   144

DTX   169

dual anti-platelet therapy   75

EGDT   64

eGFR   112

entecavir   108

ETV   108

finger tip unit   200

fire and forget   122

floating anxiety   252

FRAX®   155

GEM   168

GLP-1受容体作動薬   137

H2RA   84

H2RAの副作用   88

hANP   69

HBV   103

HCV   103

hepatitis B virus   103

hepatitis C virus   103

histamine H2 receptor antagonists  
  84

HOMA-R   145

IFNα   104

IL-6受容体阻害薬   238

international normalized ratio   75

IS   143

LAM   107

lamibudine   107

M～P
MAP   59

MASCC   174

MDI   24

mean arterial pressure   59

MIC   281, 282

minimum inhibitory concentration  
  281

Multinational Association of  
Supportive Care in Cancer   174

NaSSA   251

NERD   82

NK-1受容体   176

NOAC   73

non-erosive reflux diseases   82

noradrenergic and specific  
serotonergic antidepressant   251

Novel Oral AntiCoagulant   73

NSAIDs   180, 212

NSAIDs/COX-2選択的阻害薬   211

NSAIDs潰瘍の一次予防   84

NSAIDs潰瘍の予防   87
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Onco-nephrology   117

oral hypoglycemic agent   140

patient controlled analgesia   219

PCA   219

PD   282

PD-1   171

PEG-IFN   104

PEGylated interferon   104

periodic limb movement disorder  
  241

pharmacodynamics   282

pharmacokinetics   282

PK   282

PLMD   241

post antibiotic effect   282

PPI   80, 84

PPIと薬物相互作用   90

PPIの副作用   88

primary insomnia   243

probiotics   100

programmed cell death-1   171

proton pump inhibitor   80, 84

psychological insomnia   243

PT-INR   75

PTX   169

R～W
RBV   105

RCC   187

red cell concentrates   187

REM睡眠行動異常障害   241

restless legs syndrome   241

ribavirin   105

RLS   241

selective serotonin reuptake  
inhibitors   248

serotonin norepinephrine reuptake 
inhibitors   248

SGLT2阻害薬   144

simeprevir   106

SMART療法   25

SMV   106

SNRI   248

SOF   106

sofosbuvir   106

SSRI   248

SU薬   143

T790M   196

TAX   169

TDF   108

telaprevir   105

tenofovir disoproxil fumarate   108

time above MIC   282

TNF阻害薬   238

TRALI   190

treat to target   122

TVR   105

TXT   169

TZD   142

T細胞共刺激因子阻害薬   238

VAS   178

visual analog scale   178

VP-16   170

WHO ３段階除痛ラダー   179

WHO方式がん疼痛治療法   178

和　文
あ行

アカシジア   99

アクチベーション症候   253

アザルフィジン ® EN   235, 236

アスナプレビル   106

アスピリン喘息   27

アスピリン喘息の発作時の治療   28

アスピリン喘息の発作誘発物質   29

アセトアミノフェン   180, 215

アデホビル   107

アトピー咳嗽   35

アドリアシン ®   170

アバスチン ®   194

アービタックス ®   194

アファチニブ   193, 195

アブラキサン ®   169

アプレピタント   175

アミオダロン   56

アミサリン ®   55

アミティーザ ®   95

アムルビシビン   170

アリムタ ®   168

アレクチニブ   195

アレセンサ ®   195

アロキシ ®   175

アローゼン ®   96

アンカロン ®   56

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬   39

アンジオテンシン受容体阻害薬（ARB） 
  114

アンジオテンシン変換酵素   39

アンジオテンシン変換酵素阻害薬  
  114

安定期のCOPD重症度別治療薬   17

胃食道逆流症   36, 86, 87

胃食道逆流症の治療   86

イソプロテレノール   63

依存形成   218, 220

一次予防   120

胃腸炎   98

イマチニブ   195

イメンド ®   175

イリノテカン   170

イレッサ ®   193, 195

インターフェロンα   104

院内肺炎   276

インフォームドコンセント  
  217, 218, 220

インフュージョンリアクション   162

インペアード・パフォーマンス   210

うつ病   242, 251

運動誘発喘息   30

壊死性筋膜炎   277

エスシタロプラム   250

エトドラク   214

エトポシド   170

エピネフリン   62

エルロチニブ   193, 195

エンテカビル   108

エンピリックセラピー   269

嘔気・嘔吐   98

オキシコドン   182, 219, 220

オテラシルカリウム   168

オピオイド   217, 218, 220

オピオイド換算   183
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オピオイドローテーション   183

オプジーボ ®   195

オメプラゾール   80

オンダンセトロン   98, 99

か行
咳嗽治療薬   35

カイトリル ®   175

開放骨折   296

潰瘍の治療   87

外来化学療法   161

外来化学療法加算   161

顎骨壊死   159

活性代謝物   219

カテコラミン   59

カテーテル関連血流感染   277

カルシウム拮抗薬   38

カルシウム製剤   157

カルセド ®   170

カルペリチド   67, 69

カルボプラチン   167

カルメロースナトリウム   95

カロナール ®   215

カンプト ®   170

緩和医療のモデル   222

気管支喘息   20

気管支喘息の長期管理   22

気管支喘息発作の治療   21

キシロカイン ®   56

キシロカイン ® ポンプスプレー   257

機能性ディスペプシア   83

機能性便秘   92

キノロン系抗菌薬   283

ギメラシル   168

急性悪心・嘔吐   173

急性腎障害   111

強オピオイド   182, 220

薬力学   282

グラニセトロン   175

グラム陰性桿菌   278

クリゾチニブ   195

グリニド薬   143

グリベック ®   195

クリンダマイシン   288

経口血糖降下薬   140

経口抗凝固薬   76

経口抗菌薬   285
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   96

血液培養   273

血行動態モニタリング   64

血小板濃厚液   188

血漿薬物濃度曲線下面積   282

ゲフィチニブ   193, 195

ゲムシタビン   168

下痢   98

抗CTLA-4抗体   171

抗PD-L1抗体   171

降圧目標   49

降圧薬配合剤   42

抗凝固薬   74

抗菌薬関連下痢症   100

抗菌薬スチュワードシップ   266

口腔内裂創   298

高血圧緊急症   45

高血圧性急性左心不全   48

高血圧性脳症   46

高血圧切迫症   45

抗血小板薬   74

抗血栓薬   73, 74, 75, 76, 77

抗てんかん薬   261

抗ヒスタミン薬   205

抗ヒスタミン薬の選択   206

後鼻漏   36

抗不整脈薬   53

抗リウマチ薬   233

高齢者の不安   245

骨折リスク   151

骨粗鬆症   150

骨粗鬆症性骨折   151

骨粗鬆症薬の使い分け   155

骨密度   153

コデインリン酸塩   181

コペカス ®   105

五
ご
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れい
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さん

   98, 101, 102

コロネル ®   95

混合型インスリン   132

コントローラー（長期管理薬）   20

さ行
最高血漿濃度   282

最高血中濃度到達時間   208

最小発育阻止濃度   281, 282

サイトテック ®   214

サインバルタ ®   251

ザーコリ ®   195

サラゾスルファピリジン   234, 236

サルファアレルギー   236

酸化マグネシウム   95

ジェイゾロフト ®   250

ジェムザール ®   168

ジオトリフ ®   193, 195

時間依存性抗菌薬   281

シクロオキシゲナーゼ   212

持効型インスリン   134

自己調節鎮痛法   219

脂質異常症治療薬   119

シスプラチン   164, 167

持続皮下インスリン注入療法   138

ジソピラミド   55

湿疹・皮膚炎群   197

シベノール ®   55

シベンゾリン   55

シメプレビル   106

弱オピオイド   220

弱オピオイドを内服   181

周期性四肢運動障害   241
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   96

症候性てんかん   264

ジルチアゼム   51

腎盂腎炎   276

新規経口抗凝固薬   73

心気症   242, 248

身体症状症   248

心不全   67

蕁麻疹   204

蕁麻疹の病態   204

心理的原因による不眠   243

新レシカルボン ® 坐剤   95

錐体外路症状   99

髄膜脳炎   276

睡眠時無呼吸症候群   241

数値による尺度   178
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スタチン   124

ステロイド外用薬   197

ステロイド外用薬の強さ   198

ステロイドストレス時   231

ステロイド投与前後のベースライン 
チェック   228

ステロイドのB型肝炎対策   229

ステロイドの結核対策   228

ステロイドの種類とその使い分け  
  224

ステロイドの投与法・減量方法   226

ステロイドの副作用と注意点   227

ステロイド併用薬   232

スルホニル尿素薬   143

スンベプラ ®   106

生体利用率   283

整腸剤   98, 100

制吐薬   98, 99

生物学的製剤   238

咳喘息   33

セツキシマブ   194

赤血球濃厚液   187

ゼフィックス ®   107

セルトラリン   250

セレコキシブ   214

セレコックス ®   214

セロトニン症候群   220, 248, 252

セロトニン・ノルアドレナリン 
再取り込み阻害薬   248

全人的苦痛（痛み）   222

喘息の治療STEP   23

選択的セロトニン再取り込み阻害薬  
  248

センナ   96

センノシド   96

全般性不安障害   242

造影剤腎症   116

創感染   294

早期抗菌薬投与   272

創洗浄   295

組織移行性   283

速効型インスリン   131

ゾフラン ®   98, 99

ソブリアート ®   106

ソホスブビル   106
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   96
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建中湯顆粒   96

耐性菌   274

耐性グラム陽性球菌   278

タキソテール ®   169

タキソール ®   169

ダクラタスビル   106

ダクルインザ ®   106

タルセバ ®   193, 195

胆管炎   277

炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素
ナトリウム   95

蛋白尿   236

チアゾリン薬   142

チトクロームP450   284

遅発性悪心・嘔吐   173

中間型インスリン   133

中
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   96

中枢型睡眠時無呼吸症候群   241

中断症候群   253

中毒   218

超速効型インスリン   131

ティーエスワン ®   168

ディフィニティブセラピー   269

定量噴霧式吸入器   24

デカドロン   175

テガフール   168

デキサメタゾン   175

デクスメデトミジン   257

デジレル ®   251

テノゼット ®   108

テノホビル   108

デプロメール ®   250

デュロキセチン   251

テラプレビル   105

てんかん波   261

天井効果（ceiling effect）   221

転倒   152

動物咬症   297

動脈硬化性心血管疾患   120

ドキソルビシン   170

ドセタキセル   169

ドパミン   60

ドパミン受容体   60

ドブタミン   61

トポテシン ®   170

ドライパウダー吸入器   24

トラスツズマブ   193

トラゾドン   251

トラマドール   220

トルバプタン   71

トレドミン ®   251

ドンペリドン   98, 99

な行
ナイキサン ®   214

内服抗菌薬   287

ナウゼリン ®   98, 99

ナプロキセン   214

軟膏   200

ニカルジピン   48, 50

二次性便秘   92

二次予防   120

ニトログリセリン   48, 51

ニトロプルシド   48, 51

ニボルマブ   171, 195

乳剤性軟膏   200

ニューキノロン系抗菌薬   293

脳血管障害   261

濃度依存性抗菌薬   281

ノルアドレナリン   62

は行
肺炎球菌   274

バイオアベイラビリティ   291

敗血症   272

敗血症性ショック   64, 274

ハイペン ®   214

パキシル ®   250

パキシル ®CR   250

パクリタキセル   169

パクリタキセル注射剤（アルブミン 
懸濁型）   169

破傷風   299

ハーセプチン ®   193

バソプレッシン   62

発熱性好中球減少症   273, 278

パニック障害   252
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バラクルード ®   108

バルコーゼ ®   95

パロキセチン   250

パロノセトロン   175

ハンプ ®   67

非癌性疼痛   217, 218

脾機能低下   278

ビグアナイド薬   142

ピコスルファートナトリウム水和物  
  96

ヒスタミンH2 受容体拮抗薬   84

非ステロイド性抗炎症薬   180, 212

ビスホスホネート   156

脾臓摘出後   273

ビタミンD 製剤   156

ヒドララジン   51

非びらん性食道炎   82

非溶血性副作用   189

ピロリ菌感染   87

ピロリ菌除菌   88

不安障害   248

フェイスペインスケール   178

フェンタニル   182, 219, 255

フェンタニル ®   255

賦活症候群   253

副鼻腔気管支症候群   36

不原発性不眠   243

ブシラミン   236

浮動性不安   252

ブプレノルフィン   221

プリンペラン ®   98, 99

フルオロウラシル   168

プルゼニド ®   96

フルボキサミン   250

プレセデックス ®   257

プレドニゾロン   215

プレドニン ®   215

プロカインアミド   55

フロセミド   67, 68

プロトンポンプ阻害薬   80, 84

分子標的薬   192

平均動脈圧   59

ペグインターフェロン   104

ペニシリンアレルギー   278

ベバシズマブ   194

ベプシド ®   170

ヘプセラ ®   107

ペメトレキセド   168

ベンゾジアゼピン受容体系薬剤  
  241, 252

ペンタゾシン   221

便秘のred flag sign   92

ポリカルボフィルカルシウム   95

ま行
マグミット ®   95
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   96

慢性咳嗽   32

慢性腎臓病   111

慢性閉塞性肺疾患   14

ミソプロストール   214

ミヤBM® 錠   101

ミルタザピン   251

ミルナシプラン   251

メトクロプラミド   98, 99

メトトレキサート   234, 237

免疫療法   171

モニラック ®   95
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や行
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薬剤性高カリウム血症   114

薬物動態学   282

輸血関連急性肺障害   190

油脂性軟膏   200

溶血性副作用   189
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レクサプロ ®   250
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レートコントロール   57

レベトール ®   105

レボフロキサシン   288

レリーバー（発作治療薬）   20

ローカルファクター   268

ロキソニン ®   214
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ロラゼパム   176
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