
索

引

294 ● 格段にうまくいく！ 日常診療実践の手技とコツ

４points method ……………… 54

４疾患５事業 ………………… 261

５points method ……………… 54

A

ABCDサーベイ ……………… 74

ABCs ………………………… 218

A/C（assist control） ………… 90

ACLS …………………………… 74

acute respiratory distress syndrome
……………………………… 237

AED …………………………… 57

airway …………………………185

ARDS …………………… 212, 237

B

basal rate …………………… 104

BCG …………………………… 253

Beckの三徴 …………………… 38

Blatchford Score …………… 137

BLS …………………………… 57

BOAST（bedside organ assessment
with sonography after trauma）
………………………………… 53

breathing ………………………185

BSI（blood stream infection） 228

BURP法 ……………………… 87

B型肝炎 ……………………… 250

C・D

cardiogenic shock ……………185

CHDF（continuous hemodiafiltration）
……………………………… 111

circulation …………………… 185

CKD（chronc kidney disease）
……………………………… 119

CMECジャーナルクラブ …… 291

Cockcroft–Gaultの式 ……… 235

COPD（continuous subcutaneous
insulin infusion） 102, 206, 211

CSII …………………………… 102

CVP（central venous pressure）
……………………………… 186

CVポートシステム ………… 241

distributive shock …………… 185

DPL（diagnostic peritoneal lavage）
………………………………… 49

DynaMed …………………… 291

E

EBMの５つのステップ …… 289

ECF …………………………… 191

echo free space ……………… 50

EGDT（early goal-directed therapy）
………………………… 47, 197

EIS（endoscopic injection 
sclerotherapy） …………… 128

EVL（endoscopic variceral 
ligation） …………………… 128

F

Face Scale …………………… 246

FAST（focused assessment with
sonography for trauma）
……………… 38, 48, 188, 198

FEUN ………………………… 194

food test ……………………… 94

free water …………………… 193

H・ I・ J

Harris–Benedictの公式 …… 276

HEPAフィルター …………… 229

HOT（home oxygen therapy） 206

hypovolemic shock ………… 185

HとT …………………………… 78

ICF …………………………… 191

Jacoby（ヤコビー）線上 ……… 30

JATECTM（Japan advanced trauma
evaluation and care） …… 38, 48

JPTECTM ……………………… 81

K・ L

Kiesselbach部位 ……………… 168

Kussmaul徴候 ………………… 38

Landmark法 ……………… 46, 61

Larry’s point ………………… 40

M・N

McBurney点 ………………… 21

MDI（multiple daily injection）
…………………………………102

Minds ………………………… 290

moist wound healing ……… 144

MWST（modified water swallowing
test） ………………………… 94

Na欠乏性脱水 ……………… 192

NOM（non–operative management）
………………………………… 53

NPPV …………………… 209, 211

NRS …………………………… 246

NST …………………………… 275

O・P

Oberst麻酔 …………………… 150

obstructive shock …………… 185

OMI …………………………… 218

PaCO2 ………………………… 215

PAE（postantibiotic effect）… 234

PaO2 …………………………… 215

PaO2測定 …………………… 209

PCA …………………………… 248

PCV（pressure control ventilation）
………………………………… 90

PD …………………………… 232

PDCAサイクル ……………… 264

PEA ………………………… 38, 78

PECO（Patient，Exposure，
Comparison，Outcome） … 289

pharmacodynamics ………… 232

pharmacokinetics …………… 232

PK …………………………… 232

prandial bolus ……………… 104

preventable trauma death …… 38

primary survey ……………… 38

PSV（pressure support ventilation）
………………………………… 90

欧 文 欧 文 

索 引



R・S・T

Rockall Score ………………… 137

RSST（repetitive salivary swallowing
test） ………………………… 93

RUSH exam ………………… 187

S–Bチューブ ………………… 128

Seldinger法 …………………… 41

self–monitored blood glucose 105

SGA …………………………… 275

SIMV（synchronized intermittent
mandatory ventilation） …… 90

SIRS …………………………… 197

SMBG ………………………… 105

sniffing position ……………… 84

SSI（surgical site infection） 228

Sudeck骨萎縮 ……………… 167

TAE（transcatheter arterial
embolization） ……………… 53

TDM ………………………… 232

U・V・W

UpToDate …………………… 290

VCV（volume control ventilation）
………………………………… 90

VE（videoendoscopic swallowing
study） ……………………… 95

VF ………………………… 76, 219

VF（videofluorographic swallowing
study） ……………………… 95

VT …………………………… 219

wide QRS頻拍 ……………… 219

WST（water swallowing test） 94

あ

アクアパックネブライザーシステ
ムTM …………………… 200, 201

圧迫・ずれの排除 …………… 176

アドレナリン …………… 75, 181

アナフィラキシー対策 ……… 180

アフェレシス療法 …………… 120

アミオダロン ………………… 75

アルミニウムスプリント …… 164

安静時流量 …………………… 208

い

胃管の挿入 …………………… 123

維持輸液 ………………… 194, 195

胃洗浄 ………………………… 223

一般病院 ……………………… 262

胃バルーン …………………… 130

胃噴門部静脈瘤破裂 ………… 128

医療保護入院 ………………… 225

医療連携 ……………………… 259

イレウス管の挿入 …………… 124

インスピロンネブライザーTM 201

インスリン頻回注射法 ……… 102

インスリン補充療法 ………… 104

インスリンポンプ …………… 102

院内サーベイランス ………… 227

インフルエンザ菌 …………… 250

う～お

ウィーニング …………………211

埋め込み式除細動器（ICD） … 60

栄養指導 ……………………… 273

壊死組織 ……………………… 174

エネルギー必要量 …………… 280

嚥下 …………………………… 92

嚥下造影検査 ………………… 95

嚥下内視鏡検査 ……………… 95

嚥下評価 ……………………… 93

炎症 …………………………… 175

汚染創 ………………………… 141

オピオイド …………………… 247

か

ガーゼ ………………………… 173

介護保険 ……………………… 209

改訂水のみテスト …………… 94

ガイドワイヤー ……………… 124

外鼻孔 ………………………… 169

外来 …………………………… 141

回路内圧 ……………………… 115

かかりつけ医 ………………… 262

覚醒剤 ………………………… 224

活性炭 ………………………… 223

カテーテル …………………… 110

カテーテル挿入 ……………… 18

カテーテルピンチオフ現象 … 244

カニューラ …………………… 201

顆粒球吸着 …………………… 122

カルディオバージョン ……… 219

換気困難 ……………………… 89

鉗子 …………………………… 155

患者教育 ……………………… 282

がん診療連携拠点病院 ……… 262

感染管理 ……………………… 227

感染性ショック ……………… 48

感染創 ………………………… 141

がん疼痛 ……………………… 246

陥入爪 ………………………… 147

顔面の解剖 …………………… 157

き

キーゼルバッハ部位 ………… 168

気管支喘息 …………………… 212

偽関節 ………………………… 166

気管挿管 ………………… 84, 211

気管内吸引 …………………… 100

気胸 …………………………… 52

基礎エネルギー消費量の推定式
……………………………… 280

基礎代謝量BEE ……………… 276

基礎注入 ……………………… 104

拮抗薬 ………………………… 224

気道粘膜損傷 ………………… 100

和 文 和 文 
索

引

295格段にうまくいく！ 日常診療実践の手技とコツ ●



索

引

296 ● 格段にうまくいく！ 日常診療実践の手技とコツ

ギプス固定 …………………… 162

ギプスシーネ ………………… 164

奇脈 …………………………… 38

逆紹介 ………………………… 260

吸引圧 ………………………… 99

吸引器 ………………………… 98

吸引チューブ …………… 99, 101

吸気時 ………………………… 44

急性血液浄化療法 …………… 111

急性呼吸促迫（窮迫）症候群 … 237

急性循環不全 ………………… 43

急性薬物中毒 ………………… 222

吸着療法 ………………… 117, 120

胸腔穿刺 …………………… 16, 17

胸骨圧迫 ……………………… 57

胸骨縦切開 …………………… 39

胸骨傍穿刺法 ………………… 40

局所麻酔 ……………………… 148

緊張性気胸 …………………… 48

筋肉内接種 …………………… 253

く

空気感染 ……………………… 229

グラフ化体重記入紙 ………… 279

グラム染色 …………………… 98

グリコペプチド系抗菌薬 …… 235

クリニカルパス … 207, 261, 263

け

経カテーテル動脈塞栓術 …… 53

経腱鞘ブロック ……………… 150

警察 …………………………… 224

経静脈栄養 …………………… 276

携帯用ボンベ ………………… 209

経腸栄養 ……………………… 125

経皮的動脈血酸素飽和度測定 94

経皮的ペーシング …………… 220

経鼻内視鏡 …………………… 124

頸静脈 ………………………… 186

頸椎カラー …………………… 82

頸部保護 ……………………… 80

痙攣 …………………………… 222

血液透析 ……………………… 117

血液流量（Qb） ……………… 113

血管穿刺 ………………… 61, 66

血管分布異常性ショック …… 185

結節縫合法 …………………… 160

血糖上昇 ……………………… 105

健康支援 ……………………… 282

剣状突起下穿刺法 …………… 40

献腎移植 ……………………… 117

こ

抗癌剤（治療）…………… 20, 241

口腔ケア ……………………… 94

口腔軸 ……………………… 84, 85

抗生物質 ……………………… 20

高張性脱水 …………………… 192

抗てんかん薬 ………………… 232

喉頭蓋 ………………………… 84

喉頭蓋谷 ……………………… 86

行動科学 ……………………… 283

喉頭鏡 ………………………… 84

喉頭軸 ……………………… 84, 85

行動変容 ……………………… 283

高度専門医療を行う病院 …… 259

高度な気道確保 ……………… 74

高度慢性呼吸不全例 ………… 206

後鼻孔 ………………………… 169

抗不整脈薬 ……………… 219, 232

高流量システム ……………… 199

コーチング …………………… 270

呼気時 ………………………… 44

骨髄穿刺 ……………………… 34

骨折 …………………………… 164

小宮式骨髄穿刺針 …………… 35

コミュニケーション ………… 269

コンサルテーション ………… 268

コンパートメント症候群 …… 166

コンプリートスコア ………… 138

さ

再充満時間 …………………… 194

在宅酸素療法 ………………… 206

細胞外液 ……………………… 191

細胞内液 ……………………… 191

酸素供給装置 ………………… 209

酸素投与 ……………………… 199

し

シーネ固定 …………………… 162

ジェルパッド ………………… 77

ジギタリス製剤 ……………… 232

子宮外妊娠 …………………… 25

子宮鉗子 ……………………… 26

止血術 ………………………… 133

自己血糖測定 ………………… 105

自殺企図 ……………………… 224

持針器 ………………………… 155

持続血液濾過透析 …………… 111

持続的皮下インスリン注入 … 102

湿潤環境 ……………………… 177

ジャクソンリース回路 ……… 202

重症肺炎 ……………………… 212

重症敗血症 …………………… 43

主観的包括的アセスメント … 275

主観的包括評価 ……………… 276

受傷機転 ……………………… 82

出血 …………………………… 128

出血性胃潰瘍 ………………… 133

出血性ショック ……………… 48

守秘義務 ……………………… 224

循環血漿量減少性ショック … 185

消化管出血 …………………… 135

小外科 ………………………… 141

症候性鼻出血 ………………… 169

消毒 ……………………… 144, 173

抄読会 ………………………… 293

静脈チャンバー ……………… 116

初期大量輸液療法 …………… 55

褥瘡 ……………………… 83, 173

食道静脈瘤破裂 ……………… 128

食物テスト …………………… 94

除細動 …………………… 76, 77

ショック ………………… 48, 184

ショックの５P ……………… 184

徐脈 …………………………… 218

腎移植 ………………………… 117

神経原性ショック …………… 48

神経障害性疼痛 ……………… 246

心原性ショック ………… 48, 185

心原性肺水腫 ………………… 211

人工呼吸 ……………………… 59



人工呼吸器管理 ……………… 90

心室細動 ……………………… 219

心室頻拍 ……………………… 219

侵襲的陽圧換気療法 ………… 212

浸潤麻酔 ……………………… 150

心静止 ………………………… 78

新鮮外傷 ……………………… 141

迅速検査キット ……………… 223

身体計測値 …………………… 276

身体障害者福祉法 …………… 209

診断的腹腔洗浄法 …………… 49

心タンポナーデ … 38, 43, 48, 189

心停止 ………………………… 74

心嚢開窓術 …………………… 39

心嚢穿刺 ……………………… 38

心肺蘇生 ……………………… 57

真皮の縫合 …………………… 160

心房細動 ……………………… 221

心房粗動 ……………………… 221

信頼区間 ……………………… 292

診療所 ………………………… 259

す

髄液 …………………………… 32

スキンケア …………………… 176

スキンステイプラー ………… 156

スタンダードプリコーション 228

ステロイド後療法 …………… 237

ステロイド・パルス療法 …… 236

ステロイド療法 ……………… 237

ずれ力 ………………………… 176

せ

清潔 …………………………… 176

成人学習理論 ………………… 287

生体腎移植 …………………… 117

脊椎・脊髄損傷 ……………… 82

脊椎保護 ……………………… 80

是正輸液 ……………………… 194

鑷子 …………………………… 155

摂食障害 ……………………… 92

接触感染 ……………………… 229

セルジンガー法 …………………41

前・後篩骨動脈 ……………… 168

穿刺静脈 ……………………… 243

全身状態 ……………………… 222

剪刀 …………………………… 155

前腕正中皮静脈 ……………… 67

そ

爪下血腫 ……………………… 147

挿管困難 ……………………… 89

創傷被覆材 …………………… 144

創処置 ………………………… 141

相対危険 ……………………… 292

即時型アレルギー反応 ……… 180

咀嚼法 ………………………… 280

措置入院 ……………………… 225

その場の１分 ………………… 290

た

体性痛 ………………………… 246

大腿静脈の穿刺 ……………… 65

大量輸血 ……………………… 43

ダグラス窩穿刺 ……………… 25

脱水 …………………………… 193

卵アレルギー ………………… 182

単純フェイスマスク ………… 201

単相性除細動器 ……………… 77

ち

チアノーゼ型先天性心疾患 … 206

チーム医療 …………………… 267

チームダイナミクス ………… 267

チェストドレーンバック …… 19

腟鏡 …………………………… 26

中心静脈圧 ……………… 43, 186

中心静脈カテーテル ………… 61

超音波 ………………………… 187

腸管内容物の排出 …………… 125

蝶口蓋動脈 …………………… 168

腸骨 …………………………… 30

治療必要数 …………………… 292

鎮痛・鎮静薬投与 …………… 221

つ・て

通報 …………………………… 224

槌指 …………………………… 164

ティーチング ………………… 270

低酸素血症 ……………… 100, 207

低心機能患者の輸液療法 …… 43

低体温 ………………………… 222

低張性脱水 …………………… 192

低流量システム ……………… 199

テオフィリン製剤 …………… 232

電気ショック ………………… 79

電気的交代脈 ………………… 39

電気メス ……………………… 155

電極パッド …………………… 60

伝達麻酔 ……………………… 150

と

橈骨遠位端骨折 ……………… 162

透析液流量（Qd） …………… 113

透析導入基準 ………………… 117

透析療法 ……………………… 117

橈側皮静脈 …………………… 67

等張性脱水 …………………… 192

導尿 …………………………… 107

頭皮の解剖 …………………… 156

東邦大学医学メディアセンター
……………………………… 290

動脈血ガス分析 ……………… 208

動脈硬化 ……………………… 278

動脈採血 ……………………… 71

動脈チャンバー ……………… 116

トキソイド …………………… 256

特発性鼻出血 ………………… 169

ドライスキン ………………… 176

トラフ値 ……………………… 234

トリプトファン固定化吸着器 120

トロッカー挿入 ……………… 18

な～ね

内頸静脈の穿刺 ……………… 62

内視鏡的硬化療法 …………… 128

内視鏡的止血術 ……………… 133

内視鏡的静脈瘤結紮療法 …… 128

内臓痛 ………………………… 246

肉芽・上皮化の形成 ………… 175

二相性除細動器 ……………… 77

日本中毒情報センター ……… 223

索

引

297格段にうまくいく！ 日常診療実践の手技とコツ ●



乳酸値 ………………………… 187

ニュートラル位 ……………… 80

尿閉 …………………………… 107

尿路感染症 …………………… 110

捻挫 …………………………… 164

粘着性パッド ………………… 77

は

排液 …………………………… 23

肺炎球菌ワクチン …………… 257

肺結核後遺症 ………………… 206

敗血症 …………………… 47, 197

肺高血圧症 …………………… 206

肺線維症 ………………… 206, 207

バイタルサイン ……………… 186

破傷風 ………………………… 256

破傷風予防 …………………… 143

バッグバルブマスク ………… 202

バックボード ………………… 81

バッグマスク ………………… 202

白血球吸着 …………………… 122

パッド ………………………… 77

針 ……………………………… 154

バルーンカテーテル ………… 107

パルスオキシメータ ………… 208

バンコマイシン ……………… 235

半消化態栄養剤 ……………… 276

反復唾液嚥下テスト ………… 93

ひ

ピーク値 ……………………… 234

ピークフロー ………………… 205

皮下接種 ……………………… 253

非手術療法 …………………… 53

鼻出血 …………………… 168, 169

非侵襲的陽圧換気療法 ……… 211

鼻中隔 ………………………… 169

ヒトパピローマウイルス …… 250

皮内反応（試験） ……… 180, 182

被覆材 ………………………… 174

飛沫感染 ……………………… 229

ヒューバー針 ………………… 244

病院前救護 …………………… 80

標準予防策 …………………… 228

鼻翼 …………………………… 170

ピロー ………………………… 115

ピンセット …………………… 155

頻脈 …………………………… 218

ふ

フィードバック ……………… 271

フィブリンシース …………… 245

フェニルアラニン固定化吸着器
……………………………… 121

腹腔穿刺 ……………………… 20

腹腔内出血 …………………… 25

複合性局所疼痛症候群 ……… 166

腹水 …………………………… 20

腹膜透析 ……………………… 117

浮腫の軽減 …………………… 177

防ぎえた外傷性死亡 ………… 38

プライマリ･ケア機能を担う診療所
……………………………… 259

プライマリサーベイ ………… 198

プラスチックギプス ………… 164

プリックテスト ……………… 182

フルストマック ……………… 89

プレドニゾロン ……………… 237

へ・ほ

閉塞性ショック ………… 48, 185

ヘッドイモビライザー ……… 81

ヘパロック …………………… 244

ヘモフィルター ……………… 112

変化のステージモデル ……… 283

返送 …………………………… 260

ベンチュリーマスク …… 201, 202

縫合 …………………………… 159

縫合糸 ………………………… 153

縫合処置 ……………………… 142

縫合法 ………………………… 160

ボーラス注入 ………………… 104

ま～め

末梢静脈穿刺 ………………… 66

慢性腎臓病 …………………… 119

慢性心不全 …………………… 206

水欠乏性脱水 ………………… 192

水のみテスト ………………… 94

無気肺 …………………… 99, 100

無脈性VT ……………………… 76

無脈性心停止アルゴリズム … 75

ムンプス ……………………… 250

メチルプレドニゾロン ……… 237

免疫抑制薬 …………………… 232

や～よ

薬物血中濃度 ………………… 232

薬物中毒 ……………………… 222

薬物注入 ……………………… 19

輸液負荷 ……………………… 45

腰椎穿刺 ……………………… 29

予防接種 ……………………… 250

ら～わ

ラップ療法 …………………… 175

ランドマーク法 …………… 46, 61

リザーバー付き酸素マスク … 201

リドカイン …………………… 75

レコーディングダイエット … 279

レスキュー …………………… 248

濾液流量（Qf）………………… 113

ロード＆ゴー症例 …………… 81

ロープウェイメソッド ……… 124

ワクチン接種 …………… 229, 252

索

引

298 ● 格段にうまくいく！ 日常診療実践の手技とコツ


