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BLUE protocol   111
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DCC   33
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DOPE   124
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IADL   186, 197
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ICF   144
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illness trajectory   178, 187

medical social worker   197
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PIMs   151

POCUS   108, 116

POCUSコース   109
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POLST   161

POMR   26

PPI   179

prescribing cascade   150

Problem Oriented Medical Record 
   26

quick SOFA   34

SDH   212
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SES   212
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SOAP   26

social determinants of health   212

social prescribing   213

socioeconomic status   212

VINDICATE-P   28

vulnerable population   213
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和　文
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悪性腫瘍   52
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     173

アドヒアランス   152

アミノ酸製剤   88

アモバン®    80

アルコール   35

アルコール離脱せん妄   82

アルブミン   87

アンカリング   25

医学言語化   20

一次判定   191

医療社会福祉士   197

インスリン治療   67

院内発熱   33

エアリーク   126

栄養   85

嚥下機能評価   157

オーダーエラー   152
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介護老人保健施設   207
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回復期リハビリテーション病棟   205

解剖学的アプローチ   28

外来医療費   218

かきかえ   164, 170

家族ケア   181

家族図   185

化膿性脊椎炎   52

カフ圧   124

看護師   129

看護理論   133

患者中心の医療の方法   164, 169

肝障害   33

関節液貯留   55

感染管理マニュアル   45

感染症診療   33

緩和ケア病棟   206

キーパーソン   185

気管挿管   123

気胸   103

偽痛風   54

機能障害   144

急性感染症   33

胸腔穿刺   100, 103

胸腔ドレナージ   125

胸腔内貯留液   126, 127

胸水貯留   103

管物   123

くも膜下出血   100

グループホーム   207

クワシオルコル   86

ケアマネジャー   200

経腸栄養   88

結核   35, 44

血糖コントロール   69

健康格差縮小   213

健康寿命延伸   213

健康の社会的決定要因   212

健康の社会的決定要因検討委員会 
   214

言語聴覚士   157

抗凝固薬   72

抗血小板薬   72

高齢者   35

高齢者総合機能評価   21

誤嚥性肺炎   157

呼吸リハビリテーション   157

国際疾患分類   144

国際障害分類   144

国際生活機能分類   144

骨折   51

コミュニケーション・プロセス 
   165, 166
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サービス担当者会議   201

サービス付き高齢者向け住宅   207

三大栄養素   86

ジアゼパム   83

歯科医師   158

歯科衛生士   158

事前指示   173

自宅退院   188

死直前   180

膝蓋跳動テスト   55

膝痛   50，54

脂肪製剤   88

社会疫学   212, 214

社会環境整備   213

社会経済的状況   212

社会的処方   213

社会的不利   144

終末期   177, 180

主介護者   185

主治医意見書   190

術後   35

術後せん妄   82

障害高齢者の日常生活自立度   194

処方カスケード   150

書類業務   16

人工的水分・栄養補給   161

診断群分類   217

心不全   59

診療報酬   217, 219

診療録記載   22

髄膜炎   100

睡眠障害   80

スキマ時間   13

スケジュールの立て方   13

ステロイド   35

ステント留置後   76

せん妄   80

挿管チューブ   123

ゾピクロン   80

ゾルピデム   80

た行
退院支援   185, 197

退院時カンファレンス   201

退院調整   185, 197

耐性菌   45

大腿静脈穿刺   95

タイムマネジメント   12

代理意思決定者   173

多職種連携   199

単純X線検査   52

地域包括ケア病棟   205

チーム医療   129

中心静脈穿刺   91

治療の無益性   161

低栄養   85

低活動型せん妄   80

低血糖   70

出来高払い   218

デューティー時間   13

転院   188

転倒   50

透析   35

糖尿病ケトアシドーシス   68

特定疾病   192, 193

特発性細菌性腹膜炎   103

特別養護老人ホーム   206
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トラゾドン   80

ドレーン固定方法   126

な行
内頸静脈穿刺   93

日常生活自立度   193

入院医療費   218, 219

認知症高齢者   161

認知症高齢者の日常生活自立度   194

膿胸   105

能力低下   144
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肺エコー   116

バイタルサイン   34

抜管   125

抜去   127

発熱   32

馬尾症候群   53

非がん   179

ビタミンB1   87

必要エネルギー量   87

必要水分量   87

不穏   80

不確実性   172

複雑性   171

福祉用具専門相談員   201

腹水   105

腹腔穿刺   100, 103

不適切な薬剤投与   151

不眠   79

不明熱   35

フリー時間   13

プレアルブミン   87

プロブレムリスト   19, 146

ヘパリンブリッジ   75

ベンゾジアゼピン   153

包括払い   218

包括評価部分   220

訪問看護師   201

訪問ヘルパー   201

ポリファーマシー   150

ポリファーマシー外来   152

ま行
マイスリー®    80

末梢静脈栄養   88

末梢挿入中心静脈カテーテル   97

マラスムス   86

慢性肝障害   62

慢性疾患   179

慢性心臓障害   62

慢性腎障害   62

慢性脳障害   62

慢性肺障害   62

看取り   177, 182

目標血糖値   69

問題志向型診療録   26

や行
薬剤関連有害事象   151

薬剤情報   151

優先順位付きTo Do リスト   18

輸液   85

ユマニチュード   83

腰椎穿刺   100

腰痛   50

ら行
ラメルテオン   80

リハ処方   147

リハビリ   129, 143

リビングウィル   173

療養型病床   205

臨床倫理の4分割法   171

レスリン®    80

ロゼレム®    80

ロラゼパム   83
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