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アイソザイム検査───159
アクシデント───── 20
アシデミア──────181
アシドーシス─────181
アナフィラキシーショック 
　────────── 73
アニオンギャップ───181
アミノ酸───────144
粗い断続音────── 99
アルカレミア─────181
アルカローシス────181
アレイCGH（comparative 
genomic hybridization）法 
　──────────144
アレルゲン──────135
安全管理─────── 19
安全管理マニュアル── 19
異形成────────202
移行聴診───────102
意識───────── 56
意識狭縮 
　（意識の広さの変化）─ 65
意識障害─────── 56
意識変容─────── 65
意識レベル────── 62
医師の義務──────269
医師の権利──────269
医師の任務──────269
医師法────────269
異常呼吸─────── 54
異所性妊娠──────138
位置覚────────126
逸脱酵素───────158
遺伝カウンセリング──144
遺伝子異常──────142
医の倫理─────── 22
依頼状────────254
医療事故─────── 19
医療者用クリニカルパス
　────────── 27
医療費定額支払い制度─ 24

医療福祉士──────268
医療扶助───────241
医療法────────270
医療面接─────── 35
医療要否意見書────241
医療連携室──────284
イレウス───────110
院外処方箋──────220
インシデント───── 20
院内感染対策───── 21
インフォームド・コンセント 
　─────── 11，288
うっ血性心不全────115
うつ病──────── 68
腕落下試験────── 61
運動失調─────── 86
運動障害─────── 86
運動発達遅滞─────143
栄養状態─────── 85
腋窩─────────108
腋下温──────── 75
液状検体の塗抹法───198
遠位指節間──────118
遠隔記憶───────127
炎症性腹膜炎─────115
炎症マーカー─────171
黄色腫────────119
黄疸─────────128
黄斑部────────130
オージオメータ────132
オートスメア─────200
小川のショックスコア─ 72
オルトトルイジン法──117
音声伝導─────── 39
温度覚────────126

 か 
外因死────────247
外陰部────────136
介護保険制度─────235
介護保険法──────271
外耳道炎───────131
開扇現象───────124
咳嗽試験───────111

改訂長谷川式簡易認知 
　評価スケール────127
回転性めまい─────131
踵落とし試験─────111
蝸牛─────────131
拡散障害───────178
覚醒───────── 56
拡張期過剰心音────102
拡張期性高血圧──── 69
家族歴──────── 33
下腿落下試験───── 62
学会───────── 18
学校保健安全法────271
カットオフ値─────146
眼圧─────────128
換気血流比不均等分布─178
肝機能検査──────158
眼球前庭反射───── 60
眼球頭部反射───── 60
眼瞼下垂───────130
眼瞼浮腫───────128
患者心理─────── 11
患者の権利────── 22
患者用クリニカルパス─ 27
肝縦径────────113
眼振────── 126，128
肝生検────────209
がん性腹膜炎─────115
感染症の診断─────184
感染症法───────270
乾燥固定───────198
感度─────────146
がんの告知────── 13
肝脾腫────────110
顔面の診察────── 89
眼裂左右差────── 60
キーセルバッハ部位──134
既往歴──────── 32
記憶────── 67，127
期外収縮─────── 49
気胸─────────100
起坐位──────── 79
起坐呼吸───── 53，79
基準値────────146
気道狭窄───────100

救急患者の診察──── 36
急性期タンパク────171
急性腎盂腎炎─────113
仰臥位────────107
胸水─────────100
協調運動───────126
共同偏視─────── 60
頬粘膜──────── 91
胸膜摩擦音────── 99
局所徴候─────── 60
近位指節間──────118
筋萎縮────────118
筋原性萎縮──────212
近時記憶───────127
筋生検────────212
筋性防御───────111
グアヤック法─────117
口すぼめ呼吸───── 54
口の診察─────── 91
クラス分類──────203
クリティカルパス─── 24
クリニカルパス──── 24
クレアチニンクリアランス 
　──────────162
計算─────────127
計算力──────── 67
頸静脈怒張──── 95，96
頸静脈の診察───── 95
頸動脈内中膜複合体厚─105
頸部交感神経麻痺───130
頸部腫瘤─────── 96
頸部の診察────── 93
傾眠───────── 57
血圧───────── 44
血圧日内変動───── 70
血液学的検査─────154
血液凝固検査─────156
結核予防法──────268
血管音──────── 45
血管拡張─────── 82
血球検査───────154
血小板数───────155
血清脂質検査─────167
血清タンパク検査───166
血清糖質検査─────167
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ケトン体───────149
幻覚───────── 67
研究会──────── 18
健康診断書──────233
健康保険法──────278
検査─────────145
見当識───── 66，127
現病歴──────── 29
高音性連続音───── 99
高額医療制度─────256
後期高齢者医療制度──278
口腔内──────── 91
高血圧性急迫症──── 70
高血圧性緊急症──── 70
交叉現象───────130
口臭───────── 91
甲状腺腫───── 94，96
甲状腺の診察───── 94
口唇───────── 91
叩打痛────────111
公的医療保険制度───256
高度低体温────── 77
口内温──────── 75
公費医療負担制度───268
公費対象───────239
後腹膜臓器──────112
項部硬直─────── 60
高齢者医療制度────256
鼓音────── 41，115
呼吸筋性呼吸困難─── 53
呼吸困難─────── 53
呼吸性アシドーシス──181
呼吸性アルカローシス─181
呼吸性不整脈───── 49
呼吸不全───────178
国民健康保険法────278
骨髄検査───────186
細かい断続音───── 99
コメディカル───── 15
混合診療───────259
昏睡───────── 57
昏眠───────── 57
昏迷───────── 57

 さ 
細胞診───── 109，197
錯乱───────── 66
錯覚───────── 67

擦過物塗抹法─────198
サルコイドーシス───208
酸塩基障害──────178
三尖弁領域──────103
散瞳───────── 60
三半規管───────131
シーソー呼吸───── 54
死因の種類──────247
子宮下垂───────139
子宮傍組織──────141
自己抗体───────172
指示書────────230
視診───────── 38
システム・レビュー── 34
姿勢───────── 78
舌────────── 91
死体検案書──────244
湿固定法───────197
膝・踵試験──────126
自動血圧測定器──── 44
歯肉───────── 91
指・鼻試験──────126
死亡診断書──────244
社会歴──────── 33
シャント───────179
収縮期性高血圧──── 69
収縮中期駆出性雑音──104
重症筋無力症─────130
縮瞳───────── 60
主治医意見書── 232，235
手術前検査──────195
手術瘢痕───────110
手掌紅斑───────119
主訴───────── 28
ジュネーブ宣言──── 23
腫瘍マーカー─────176
腫瘤─────────107
生涯教育─────── 18
障害者基本法─────277
紹介状── 252，284，286
消化管粘膜生検────215
症候性低血圧───── 71
常識────── 67，127
症状詳記───────265
情動反応─────── 67
静脈怒張───────110
症例呈示───────280
食事箋────────228

触診───────── 39
触覚─────────126
ショック─────── 71
ショックの5P’s ─── 72
ショックの対応──── 73
除脳硬直─────── 60
徐波異常───────193
除皮質性硬直───── 60
徐脈───────── 48
心因性呼吸困難──── 53
腎盂腎炎───────111
心気状態─────── 67
腎機能検査──────162
心基部────────103
神経学的巣症状──── 60
神経原性筋萎縮────212
神経原性ショック─── 73
神経伸展試験─────125
神経性呼吸困難──── 53
心原性ショック──── 72
深昏睡──────── 57
腎生検────────211
振戦─────────118
心臓性呼吸困難──── 53
身体障害───────240
身体所見─────── 35
診断群分類包括評価
　─────── 259，261
診断書────────232
振動覚────────126
腎嚢胞────────113
深部触診─────── 40
深部反射───────123
診療報酬───────261
診療報酬明細書────261
診療見込期間─────241
診療録────────216
髄液検査───────152
水銀血圧計────── 44
水腎症────────113
髄膜炎────────122
髄膜刺激症状── 60，122
スクウォーク───── 99
スタンプ塗抹法────201
スプーン様爪─────119
すり合わせ式塗抹法──198
清音───────── 41
性器─────────136

生検────── 109，205
生検組織診断─────214
正常呼吸性分裂────104
精神障害性呼吸困難── 53
精神状態─────── 65
精神遅滞 ──── 66，143
精神保健福祉法────277
清明─────── 56，57
赤血球数───────154
切除生検──── 205，206
絶対性不整脈───── 50
セネストパチー──── 68
穿刺吸引細胞診────204
穿刺吸引装置─────201
前斜角筋リンパ節生検─209
全収縮期逆流性雑音──105
染色体異常──────142
全身状態───── 35，83
先端肥大症──────118
前庭─────────131
先天異常───────142
先天性代謝異常症───142
せん妄──────── 65
専門医の診察，診断──284
専門的診療──────286
前立腺炎───────110
前立腺がん──────110
双合診────────139
双手診───── 40，107
僧帽弁開放音─────102
僧帽弁領域──────103
即時記憶───────127

 た 
ターミナルケア────288
体位───────── 78
体温───────── 75
体格───────── 83
体感異常症────── 58
対光反射─────── 60
代謝異常性呼吸困難── 53
代謝検査───────166
代謝性アシドーシス──181
代謝性アルカローシス─181
大動脈弁領域── 102，103
唾液腺腫瘤────── 96
濁音───────── 41
ダグラス窩──────141
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打診───────── 41
打診音──────── 41
多嚢胞性卵巣症候群──138
単手診──────── 40
弾性硬────────112
タンデムマス・
　スクリーニング ───142
チーム医療────── 15
致死性不整脈───── 50
腟鏡診────────139
腟直腸診───────141
知能───────── 66
中耳炎────────131
中枢性呼吸困難──── 53
長寿医療制度─────278
聴診───────── 42
聴診器──────── 42
直腸温──────── 75
直腸診────────110
治療食────────228
治療目標値──────146
痛覚─────────126
低異型度がん─────215
低音性連続音───── 99
低血圧──────── 70
低体温症─────── 77
低容量性ショック─── 72
適応範囲───────259
摘出生検───────205
出来高払い──────259
テタニーの手─────119
転院─────────284
てんかん性脳波異常──194
頭蓋内圧亢進───── 62
動眼神経麻痺─────130
瞳孔不同─────── 60
橈骨動脈─────── 47
頭頂部鋭波──────193
頭部の診察────── 89
動揺性高血圧───── 70
特異度────────147
特殊病棟───────286
特定疾患───────239
特定生物由来製品─── 11

 な 
内耳炎────────131
内診─────────139

内分泌検査──────169
捺印塗抹法──────201
難聴─────────132
日母分類───────203
入院─────────284
入院診療計画書──── 24
入院・通院証明書───233
乳がん────────109
乳管内乳頭腫─────109
乳腺炎────────109
乳腺細胞診──────204
乳腺線維腺腫─────109
乳頭─────────129
乳頭異常分泌─────106
乳頭陥凹───────106
乳頭びらん──────106
乳頭浮腫──61，128，129
乳頭分泌───────108
乳房超音波検査────109
乳輪下膿瘍──────109
尿検査────────149
尿潜血────────149
尿タンパク──────149
尿沈渣────────150
尿糖─────────149
人間関係─────── 10
認識の異常────── 67
認知機能───────127
認知症───── 66，127
認知症の程度─────236
寝たきり度──────236
熱型───────── 76
ネフローゼ症候群───115
粘膜内がん──────215
脳圧亢進症状───── 60
脳炎─────────122
脳血管障害──────122
脳腫瘍────────122
脳波─────────191
嚢胞腎────────113

 は 
肺血管性雑音───── 99
敗血症性ショック─── 73
肺性呼吸困難───── 53
バイタルサイン──── 47
肺動脈弁領域── 102，103
肺胞低換気──────178

白衣高血圧────── 70
発育異常───────136
発育障害───────143
白血球数───────155
白血球分画──────155
バッフィコート────199
パニック値──────146
パパニコロー染色───197
パパニコロー分類───202
バリアンス────── 26
バルトリン腺─────139
半月弁閉鎖不全症───105
半昏睡──────── 57
板状硬────────111
反跳性圧痛─── 110，111
引きガラス法─────200
皮質性感覚──────126
鼻中隔弯曲症─────135
皮膚陥凹───────106
皮膚生検───────205
皮膚線条───────110
皮膚の診察────── 80
皮膚発赤・浮腫────106
肥満───────── 85
肥満度──────── 85
病原微生物検査────184
表在性触診────── 40
病的呼吸性分裂────104
病名告知───────288
貧血─────────128
頻脈───────── 48
腹水─────────110
腹膜炎────────110
腹膜刺激症状─────111
浮腫────── 80，106
不随意運動────── 86
不明熱──────── 76
プレゼンテーション──287
プロブレムリスト 
　─────── 280，282
平均赤血球恒数（指数）
　──────────154
併診依頼───────254
閉塞性イレウス────114
ベセスダシステム───203
ヘマトクリット────154
ヘモグロビン─────154
ヘルシンキ宣言──── 23

便検査────────151
変性疾患───────122
便潜血反応──────151
膀胱洗浄法──────201
紡錘形切除──────206
紡錘波────────193
歩行障害─────── 86
母子保健法──────271
ホスピス───────288
母体保護法──────271
発疹───────── 81
本態性起立性低血圧── 70
本態性低血圧───── 70

 ま 
マナー──────── 10
麻痺───────── 86
麻痺性イレウス────114
麻薬および向精神薬取締法 
　──────────278
麻薬処方箋──────220
麻薬番号───────226
麻薬免許───────226
マンシェット───── 44
慢性関節リウマチ───118
慢性肺気腫──────100
慢性鼻炎───────134
マンモグラフィ────109
脈圧───────── 44
脈拍───────── 47
　―の大きさ（size）
　──────── 47，50
　―の緊張（tension）
　──────── 47，50
　―の左右差・上下肢差 
　────────── 47
　―の数─────── 47
　―の遅速────── 47
　―の調律（リズム）
　──────── 47，48
　―の動脈壁の性状 
　──────── 47，51
　―の速さ（celerity） ─ 50
無動無言症────── 66
メニエル病──────133
免疫グロブリン────173
免疫血清検査─────171
免疫法────────117
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網赤血球数──────154
毛様体脊髄反射──── 60
問題対応能力───── 17

 や 
薬事法────────278
やせ───────── 85
有機酸分析──────144
葉状腫瘍───────109
腰椎穿刺法──────199
用法─────────221
用量─────────221
抑うつ状態────── 68
予防接種法──────271

 ら 
卵巣嚢胞───────115
リウマトイド結節───119
リスボン宣言───── 22
リビングウィル────288
良性発作性頭位めまい症 
　──────────133
臨終の立ち会い──── 13
臨床病理カンファレンス 
　──────────282
リンパ節腫大─── 95，96
リンパ節生検─────207
リンパ節の構造────207
リンパ節の診察──── 95
レセプト───────261
連続性ラ音────── 99
肋骨脊柱角──────111

 数字 
Ⅰ音─────────102
Ⅰ型呼吸不全─────179
Ⅱ音─────────102
Ⅱ型呼吸不全─────179
Ⅲ音─────────102
Ⅳ音─────────102
10―20電極法 ────191

 A 
AaDO2 ───────178
alert ──────── 57
α波 ────────192
Argyll Robertson徴候 
　──────────128
arm dropping test ── 61
Ａ型肝炎───────160

 B 
Babinski反射 ────124
Banti症侯群 ─────113
β波 ────────192
Biot呼吸 ────── 54
BMI ───────── 85
bradycardia ───── 48
Ｂ型肝炎───────160

 C 
calculation ───── 67
Ccr ─────────162
Chaddock反射 ────124
Cheyne―Stokes呼吸 ─ 54
clear sound ───── 41
Clinical conference ─280
coarse crackles ─── 99
coma ──────── 57
confusion ────── 66
core needle biopsy ──210
corrected HCO3

− ───181
CPC ────────282
CT ─────────109

 D 
Daniel生検 ─────208
deep coma ───── 57
dementia ────── 66
dellirium ────── 65
DIP ─────────118
dog―ear ──────206
Do処方 ───────221
DPC ───24，259，261

dull sound ────── 41

 E，F 
EBM ──────── 17
edema ─────── 80
EVG染色 ──────214
fine crackles ───── 99

 G 
Gauche病 ──────113
GCS（Glasgow coma scale） 
　────────── 62
general information ─ 67
Grawitz腫瘍 ─────113
Group分類 ─────214

 H 
hallucination ──── 67
Hamman’s sign ─── 99
Hb ─────────154
Heberden結節 ────118
HE染色 ───────214
Horner症候群 ────130
Ht ─────────154
hump ────────193

 I，J 
IgE ─────────135
illusion ─────── 67
JCS（Japan coma scale） 
　────────── 62

 K 
K―complex ─────193
Kernig徴候（Kernig’s sign）
　──────── 60，61
Korotkoff音 ───── 45
Kussmaul呼吸 ──── 54

 L，M 
Lasègue徴候 ─────125
leg dropping test ─── 62
McBurney点 ─────111
memory ─────── 67
mental retardation ── 66

MRI ─────────109
MSW ────────268

 N 
New England Journal of  
　Medicine ─────283
Niemann―Pick病 ──113
nuchal rigidity ──── 60

 O，P，Q 
orientation ───── 66
Osler結節 ──────119
palpation ────── 39
PIP ─────────118
PAS染色 ───────214
percussion ───── 41
Quality of life（QOL） 
  ──────────288

 R 
Raynaud現象 ────119
RBC ────────154
Romberg試験 ────126

 S 
semicoma ────── 57
sensitivity ──────146
somnolence ───── 57
sopor ──────── 57
specificity ──────147
spindle ───────193
stupor ──────── 57

 T 
trachycardia ───── 48
Traube ───────111
True―Cut生検針 ───210
tympanitic sound ── 41

 V，W 
Valsalva手技 ────132
Vim―Silverman生検針 
　──────────210
vocal fremitus ──── 39
warm shock ───── 73
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