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和　　文

 あ 
悪性症候群──────130
亜硝酸アミル─────137
亜硝酸ナトリウム───137
アスピリン──────131
アスピリン喘息──── 91
アセトアミノフェン──130
圧損傷──────── 27
アテローム血栓性梗塞─ 73
アドレナリン───── 92
アトロピン──────132
アミノフィリン────187
アルテプラーゼ──── 75
アンジオテンシンⅡ─
　受容体拮抗薬──── 65
アンジオテンシン─
　変換酵素阻害薬─── 65
アンフェタミン────135
異所性妊娠──────174
胃洗浄── 122，123，128
イソプロテレノールの─
　持続吸入──────187
一時ペーシング──── 66
一酸化炭素──────136
医療過誤───────192
医療事故───────192
インシデント・レポート─
　──────────197
インフォームド・コンセント─
　──────────193
植え込み型除細動器── 42
右室梗塞─────── 65
液浸症候群──────142
エタノール──────135
エチレングリコール──135
黄疸─────────109
嘔吐─────────109
横紋筋融解症─────140
オトスコープ─────159

 か 
カーバメイト─────132
外耳道異物─── 162，163
外傷───────── 70
外傷初期診療───── 12
海水溺水───────143
開放性外傷──────147
化学損傷───────119
過換気症候群───── 95
覚醒剤────────135
角膜異物───────152
角膜穿孔──── 148，153
過呼吸発作──────189
下垂体卒中──────110
活性炭────────129
カテコラミン───── 44
下部消化管出血──── 60
川崎病────────177
眼外傷────────146
眼窩吹き抜け骨折───148
換気モード────── 25
眼瞼裂傷───────148
眼内異物───────152
眼部の化学損傷────150
眼部の熱傷──────150
キーゼルバッハ部位──158
機械的合併症───── 67
気管切開─────── 28
気管挿管─────── 21
気管内異物────── 98
気管内挿管────── 93
気管軟骨─────── 29
気胸───────── 80
気道確保─────── 15
気道狭窄───────155
気道熱傷───────117
気道の閉塞──────155
急性ウイルス性疾患──177
急性心筋梗塞───── 61
急性乳様突起炎────161
急性腹症─────── 68

吸入β2刺激薬───── 90
吸入抗コリン薬──── 90
吸入ステロイド薬─── 91
強制利尿───────129
強膜破裂───────148
虚脱率────── 80，81
ギラン・バレー症候群─121
緊急内視鏡検査──── 58
緊張性気胸──── 54，80
クッシング潰瘍──── 72
くも膜下出血───── 73
グリセオール───── 72
グリホサート─────133
グルココルチコイド─
　─────── 110，112
グルコン酸カルシウム─136
グルホシネート────133
頸静脈の怒張───── 54
経皮的冠動脈─
　インターベンション─ 62
経皮的気管切開術─── 32
経皮的心肺補助──── 65
痙攣────── 76，181
外科的気管切開──── 28
血液浄化法──────129
血漿浸透圧──────105
血栓溶解療法─── 63，75
血中乳酸───────105
結膜異物───────151
解熱薬────────180
下痢─────────109
減張切開───────119
降圧───────── 48
高圧酸素療法─────136
抗うつ薬───────132
抗凝固薬───────157
抗痙攣薬───────182
高血圧緊急症─── 48，49
高血糖────────104
抗甲状腺薬──────109
甲状腺クリーゼ────108
甲状腺刺激ホルモン──109

甲状腺中毒症─────108
甲状腺超音波検査───109
高浸透圧高血糖症候群─104
硬性気管支鏡───── 98
硬性食道鏡─── 101，102
高体温────────109
叩打痛────────167
喉頭展開─────── 22
後鼻漏────────160
誤嚥─────────101
コカイン───────135
呼気再呼吸法───── 96
呼吸性アルカローシス─ 95
コデイン───────135
古典的熱射病─────140
コハク酸エステル型─
　ステロイド───── 91
鼓膜切開───────160
鼓膜損傷───────162
コルチゾール─────110
昏睡─────────109

 さ 
再灌流療法────── 61
催吐────── 123，128
再膨張性肺水腫── 80，86
サリン────────132
酸素吸入─────── 88
酸素飽和度────── 88
ジアゼパム─ 72，78，181
ジエチレングリコール─135
自家培養表皮─────120
自殺企図───────189
耳出血────────155
耳小骨損傷──────162
視神経管骨折─────149
自然毒────────121
ジャクソン痙攣──── 76
従圧式──────── 26
重積状態─────── 76
従量式──────── 26
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循環器症状──────109
昇圧───────── 43
昇圧薬────── 43，44
消化管出血────── 58
消化器症状──────109
焦点性発作────── 76
上部消化管出血──── 58
静脈瘤破裂────── 59
食中毒────────121
食道周囲炎──────103
食道の生理的狭窄部──101
食道ファイバースコープ
　──────────102
除細動器─────── 39
助産婦の手────── 95
ショック─
　── 44，50，109，111
ショック指数───── 50
ショックの臨床徴候── 50
徐脈性不整脈───── 66
腎盂腎炎─────── 69
腎機能障害──────164
心筋梗塞─────── 69
心係数──────── 64
心原性ショック──── 65
人工呼吸─────── 15
人工呼吸管理───── 94
人工呼吸器管理──── 25
人工呼吸器関連肺炎── 27
人工呼吸器起因性肺障害
　────────── 25
腎梗塞────────169
腎後性腎不全─────166
心室細動─────── 66
心室頻拍─────── 66
真性てんかん───── 76
心臓喘息─────── 89
心臓マッサージ──── 37
心塞栓性梗塞───── 73
心タンポナーデ──── 54
陣痛発来───────170
心拍出量─────── 45

心不全───65，108，109
心房細動──── 66，109
腎瘻造設───────169
水晶体脱臼──────149
垂直マットレス縫合── 71
髄膜炎────────182
ステロイド──────110
ステロイド治療──── 91
スルファジアジン銀──119
スルフヘモグロビン血症
　──────────126
青酸カリウム─────137
青酸ナトリウム────137
精神保健福祉法────189
生理的狭窄部─────101
セリック法────── 20
喘息発作──── 88，184
前房出血───────149
喘鳴─────────184
せん妄───── 109，191
前立腺肥大症─────164

 た 
ダイコート──────132
胎児機能不全─────171
代謝性アシドーシス──104
耐性菌────────161
大動脈バルーンパンピング
　────────── 65
胎盤─────────171
大麻─────────135
多硫化カルシウム───134
単結節縫合────── 71
単純CT────────168
淡水溺水───────143
ダントロレン─────130
タンパク結合率────129
チーム医療──────193
チオ硫酸ナトリウム──137
恥骨上膀胱穿刺────165
遅発一過性徐脈────172

中耳異物───────163
中耳炎───── 159，178
中枢神経症状── 106，109
中毒─────────125
聴力低下───────160
低圧持続吸引器── 82，85
低血糖────────104
テオフィリン薬──── 92
溺水─────────142
テストラング───── 25
テタニー─────── 95
デブリドマン───── 71
てんかん─────── 76
電気的除細動───── 66
導尿─────────164
糖尿病性ケトアシドーシス
　──────────104
頭部後屈顎先挙上法── 15
動脈解離───────169
動脈血液ガス─────105
投薬事故───────197
吐下血──────── 58
トコンシロップ────128
突発性発疹症─────180
トリアージ──── 10，13
トロッカーカテーテル
　────82，83，84，86

 な 
内耳損傷───────162
内分泌緊急症─────108
ナロキソン──────135
二次的溺水──────145
二相性──────── 40
乳酸性アシドーシス──104
尿管ステント留置───169
尿路感染症──────178
尿路結石症──────167
熱痙攣────────139
熱射病────────139
熱傷─────────114

熱傷重症度──────115
熱傷診療ガイドライン─120
熱傷面積───────116
熱性痙攣──── 180，182
熱中症────────139
脳卒中──────── 72
脳内出血─────── 73
脳浮腫──────── 72
脳ヘルニア────── 72

 は 
敗血症──────── 52
敗血症性ショック───169
肺塞栓──────── 54
バイタルサイン──── 88
肺動脈楔入圧───── 64
ハイムリッヒバルブ
　──────── 82，85
バセドウ病──────108
バッグバルブマスク── 18
バッグバルブマスク法─
　──────── 16，18
パニック発作─────189
パラコート──────132
針刺し事故──────195
汎発性腹膜炎───── 68
非開放性外傷─────148
鼻骨骨折───────154
鼻骨骨折整復─────154
ピリドキシン欠乏症── 77
鼻出血────────156
頻脈─────────109
フェニトイン─── 72，78
フェノチアジン────130
フェノバルビタール── 78
不穏─────────109
不機嫌────────179
腹腔内出血──────175
副腎クリーゼ─────110
副腎出血───────110
フグ毒中毒──────123
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腹部超音波検査────168
不整脈───── 108，109
ブタン────────136
フッ化水素──────135
不適合輸血──────199
フルマゼニル─────130
プロパン───────136
プロポフォール──── 78
ブロムワレリル尿素──131
分布容量───────129
分娩介助───────170
平均血圧─────── 43
ペーパーバッグ法─── 96
ヘロイン───────135
ベロックタンポン───156
ベンゾジアゼピン───130
変動一過性徐脈────172

 ま 
マグネシウム───── 93
末梢血管抵抗───── 45
マニトール────── 72
ミダゾラム────── 78
脈絡膜剝離──────149
無顆粒球症──────109
無機ヨード──────109
迷走神経刺激───── 51
メタアンフェタミン──135
メタノール──────135
メトトレキセート───176
メトヘモグロビン血症─126
免疫不全症──────180
網膜剝離───────149
毛様帯解離──────149
モルヒネ───────135

 や 
薬剤ショック─────198
有機リン───────132
遊離T3─ ───────109

遊離T4─ ───────109
輸血副作用──────199
溶血性尿毒症症候群──121
予測体重─────── 26

 ら 
ライト・プロジェクション法
　──────────147
ラクナ梗塞────── 73
卵管妊娠───────174
リストカット─────189
硫化水素───────138
リン酸エステル型─── 91
輪状甲状靭帯切開術── 34
輪状軟骨圧迫法──── 20
ロイコトリエン拮抗薬─ 93

４killer─chest─pain─── 11
4―methylpyrazole───135
5Ps────────── 50

 A 
ABC─ ──────── 10
ACE阻害薬─ ───── 65
ACTH─────────111
Addison病─ ─────110
AED─ ──────── 41
AIDSウイルス─────196
Altzの基準─ ─────118
AMPLE────── 11，12
ARDSnet─ ────── 27

 B 
β2刺激薬───────186
β遮断薬（ブロッカー）─
　─────── 65，109
Bishop─score─ ────170
burn─index（BI）────117
B型肝炎ウイルス────195

 C 
CCU─ ──────── 61
CVA─ ────────167
C型肝炎ウイルス────195

 D，E ，F
DIC──────────140
dicobalt─edetate────138
EC法─────── 18，19
Forrester分類─ ──── 64
FT3──────────109
FT4──────────109

 H 
HBV─ ────────195
hCG値─ ───────175
HCV─ ────────195
Heimlich法─ ───── 98
HIV──────────196
Holzknechtの徴候─── 99
HUS─ ────────121
hydroxocobalamin───138

 I，J，K 
ICD────────── 42
IVP──────────168
JATEC─ ─────── 12
Killip分類─────── 62
KUB─ ────────168

 L，M，N 
LSD──────────135
MDA─ ────────135
MDMA─ ───────135
MTX─ ────────174
not─doing─well─────179
N―アセチルシステイン─ 131

 P 
PAM─ ────────133
Parkland─formula
　（Baxter法）─ ────119
PCPS─────────130
prognostic─burn─index
　（PBI）────────117

 R，S 
recoil───────── 38
rhonchi──────── 89
SIRS─ ──────── 52
stridor─ ─────── 89
Swan―Ganzカテーテル─ 64

 T，W 
t ―PA─ ──────── 75
TSH─ ────────109
wheezes──────── 89
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