
用語解説 
 

【数字】 

〇７５ｇ経口ブドウ糖負荷試験 

糖尿病の重要な診断方法。糖尿病が疑わ

れる患者に対し、短時間に７５ｇのブドウ

糖が溶けた水溶液を飲んでもらい、一定時

間経過後の血糖値の値から、糖尿病が存在

するかどうかを判断する方法。経口ブドウ

糖負荷試験（ OGTT は、 Oral Glucose 

Tolerance Test の略）。 

 

【アルファベット】 

ＡＣＬＳ 

 Advanced Cardiovascular Life Support 

の略称。一般的に二次救命処置とも呼ばれ 

る。気道確保・人工呼吸・心臓マッサージ 

と共に気管挿管等の確実な気道確保と高濃 

度酸素投与、電気的除細動、静脈確保と薬 

物投与を主体とした手技によりなされる高 

度な処置。 

 

ＡＤＬ（日常生活動作） 

Activities of Daily Living の略。食事、

排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなど、

日常の生活を送るために必要な動作。 

 

ＡＥＤ 

自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ Automated 

External Defibrillator の略）。心筋梗塞

などにより生命の危険がある不整脈が起こ

った場合に、除細動が必要かどうかを自動

的に判断し、心臓に電気ショックを与え、

正常なリズムに戻すための機器。医療従事

者でなくても使用でき、救命効果が優れて

いる。 

 

ＣＣＵ 

Coronary Care Unit の略。狭心症や心筋

梗塞などの主に冠動脈疾患の重篤な患者を

対象とする集中治療施設。 

 

ＨｂＡ１ｃ 

Hemoglobin A1c の略。ヘモグロビンのひ

とつ。平均血糖値を反映するため，糖尿病

管理の指標として用いられる。 

 

ＩＣＬＳ 

Immediate Cardiac Life Support の略。

日本救急医学会認定の医療従事者向けの蘇

生のトレーニングプログラム。 

 

ＩＣＵ 

集中治療室（Intensive Care Unit の略）。

重篤な患者の容態を２４時間体制で管理

し、より効果的な治療を実施する施設。 

 

ｔ-ＰＡ 

（tissue Plasminogen Activator の略)。 

適応のある脳梗塞症例に対し、発症後４．

５時間以内に静脈内投与することにより、

脳梗塞を改善させる血栓溶解薬で、近年、

脳梗塞の標準的な治療法となりつつある。 

 

ＪＰＴＥＣ 

外傷病院前救護ガイドライン（Japan 

Prehospital Trauma Evaluation and Care 

の略）。病院前の外傷観察・処置の標準化

と、その普及を目的に開発された教育プロ

グラム。 

 

アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ） 

 意思決定能力低下に備えての対応プロセ 

スのこと。（今後の治療・療養について患 

者・家族と医療従事者があらかじめ話し合 

う自発的なプロセスのこと。） 

 

【あ行】 

一次脳卒中センター 

（Primary Stroke Center ：ＰＳＣ） 

 地域の医療機関や救急隊からの要請に対 

して、24時間365日脳卒中患者を受け入れ、 

急性期脳卒中診療担当医師が、患者搬入後 

可及的速やかに診療（rt-PA 静注療法を含 

む）を開始できる施設（日本脳卒中学会認 

定）である。 

 

医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ） 

Medical Social Worker の略。保健医療

分野におけるソーシャルワーカーであり、

主に病院において患者や家族の抱える心理

的・社会的な問題の解決・調整を援助し、

社会復帰の促進を図る専門職。 

 

う蝕・う歯 

むし歯のこと。う蝕は状態を示し、う歯

はむし歯になった歯のことを示す。 

 

栄養士 

都道府県知事の免許を受けて、栄養の指

導に従事する者。 

 

嚥下 

食物を飲み下すこと。 

 

 



【か行】 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

介護保険において要支援・要介護と認定

された人に対して、アセスメントに基づい

たケアプランを作成し、ケアマネジメント

を行う者。介護全般に関する相談援助・関

係機関との連絡調整・介護保険の給付管理

等を行う。 

 

回復期リハビリテーション 

脳卒中などの急性期が過ぎ比較的安定し

た時期に入り、家庭復帰及び社会復帰を目

的とした日常生活動作（ＡＤＬ）の向上を

集中的に行うリハビリテーション。 

 

かかりつけ医 

 住民が身近な地域で日常的な医療を受け 

たり、あるいは健康の相談等ができる医師。 

かかりつけ医には、患者の病状に応じて適 

切な医療機関を紹介することをはじめ、常 

に患者を支える立場に立って重要な役割を 

担い、また、診療時間外においても患者の 

病態に応じて患者又はその家族と連絡がと 

れるようにするなど適切に対応することが 

期待されている。 

 

かかりつけ薬剤師・薬局 

 薬による治療のこと、健康や介護に関す 

ることなどについて、患者・生活者のニー 

ズに沿った相談に応じることができる薬剤 

師・薬局。かかりつけ薬局には、患者が受 

診している医療機関の把握、医薬品の服用 

情報等の一元的かつ継続的な把握、残薬管 

理、副作用等の状況把握、「お薬手帳」の 

意義・役割の説明と活用促進、開店時間外 

にかかりつけ薬剤師が患者からの相談等に 

対応する体制の整備、地域包括ケアにおけ 

る多職種との連携などが期待されている。 

 

合併症 

ある病気に関連して起こる、他の病気。 

 

緩和ケア 

患者・家族の療養生活の質の向上のため、

がん患者の身体的苦痛（
とう

疼痛）及び精神的

苦痛（恐怖、不安）、社会的な不安（仕事

や経済面での不安）を和らげる医療。 

     

緩和ケアチーム 

患者に緩和医療を提供するため、医師、

看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー

（ＭＳＷ）、心理療法士等から構成される

チームのこと。がん診療連携拠点病院には

設置が義務付けられている。 

 

救急医療機関 

救急病院等を定める省令に基づき、県知

事が認定した医療機関。  

 

救急救命士 

厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指

示の下に、救急救命処置を行うことを業と

する者。 

 

救命救急センター 

相当数の専用病床を有し、２４時間体制

で、重症及び複数の診療科にわたるすべて

の重篤な救急患者に対する高度な診療機能

を有するもの。 

 

ケアハウス 

身体機能の低下等により自立した日常生

活を営むことについて不安があると認めら

れる者であって、家族による援助を受ける

ことが困難なものを低額な料金で利用させ

る施設。 

 

ケアプラン 

介護保険制度で要支援・要介護認定を受

けた場合、本人の希望や必要性に応じて利

用限度額・回数のなかでどのようなサービ

スを組み合わせて受けるかの計画。 

 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

介護保険において要支援・要介護と認定

された人に対して、アセスメントに基づい

たケアプランを作成し、ケアマネジメント

を行う者。介護全般に関する相談援助・関

係機関との連絡調整・介護保険の給付管理

等を行う。 

 

健康寿命 

 国民生活基礎調査に基づき日常生活に制

限のない期間（アンケート調査）から平均

を算出したもの。 

 

健康マイレージ 

 健康づくりに資する取組に対してポイン 

トを付与し、ポイントに応じて景品等の特 

典を贈呈する取組。 

 

血糖コントロール 

血糖変動を健康な人と同じ血糖変動に近

づけること。 

 

言語聴覚士（ＳＴ） 

Speech Therapist の略。医師の指示の下

に言語、聴覚、発生、発音及び認知等のコ

ミュニケーション及び摂食、嚥下に障害の

ある人に対して、機能の維持と向上のため



の訓練、検査や助言、指導などの援助を行

うことを業とする者（国家資格）。 

 

口腔ケア 

狭義には、口腔衛生の改善のためのケア

（口腔清掃）を指すが、最近では、広義と

して摂食・咀嚼・嚥下訓練まで含められて

いる。現在多くが使用している定義では、

「口腔清掃、歯石の除去、義歯の調整・修

理・手入れ、簡単な治療などにより口腔の

疾病予防・機能回復、健康の保持増進、さ

らにＱＯＬ（生活の質。Quality of Life

の略。）の向上を目指した技術」を「口腔

ケア」という。 

 

高次脳機能障がい 

 交通事故や病気等により脳に損傷を受 

け、その後遺症として記憶、注意、遂行機 

能、社会的行動といった認知機能（高次脳 

機能）が低下した状態。 

 

コメディカル 

医療従事者のうち医師や歯科医師以外の

者。 

 

【さ行】 

 

在宅療養支援歯科診療所 

在宅又は社会福祉施設等における療養を

歯科医療面から支援する歯科診療所。 

 

在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所 

往診や訪問看護が２４時間可能な体制を

確保している病院又は診療所のこと。主に

在宅での慢性疾患の療養等を行う。在宅療

養患者の緊急入院を受け入れる体制も確保

している。 

 

作業療法士（ＯＴ） 

Occupational Therapist の略。医師の指

示の下に身体や精神に障害のある人に、工

作や手芸などの作業を行わせ、心身の諸機

能の回復を行うことを業とする者（国家資

格）。 

 

歯科衛生士 

歯科医師の直接の指導の下で歯科診療補

助、歯科疾患予防処置、歯科保健指導等歯

科衛生に関する業務を行う者（国家資格）。 

 

歯科技工士 

歯科医師の指示により、歯科医療に使用

する補てつ物、充てん物、矯正装置を作成

・修理・加工を行う者（国家資格）。 

 

受療率 

調査日（１日）に医療機関で受療した患

者数を人口で除した１０万人当たりの率。 

 

情報ハイウェイ 

ここでは鳥取県が、県内一円に光ファイ

バー網を整備した「鳥取情報ハイウェイ」

のこと。 

 

除細動 

心臓に強い電流を瞬間的に流して、心房

細動や心室細動を抑え、心拍を規則正しい

リズムに戻すこと。 

 

人工透析 

慢性腎不全等で腎機能が回復できなくな

った時に、医療機器で人工的に腎臓の機能

を施す療法。 

 

心肺蘇生 

病気やけがなどで突然、呼吸停止、心肺

停止の状態に陥ったとき救命させるため行

われる応急手当。 

 

診療放射線技師 

医師・歯科医師の指示の下に、エックス

線撮影や放射線照射することを業とする者

（国家資格）。 

 

咀嚼 

摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。  

 
【た行】 

 

退院前カンファレンス 

退院にあたって患者・家族・医療スタッ

フなどが集まって行う話合い。 

 

地域医療介護総合確保基金 

 都道府県が計画した、医療及び介護の総 

合的な確保に関する目標を達成するために 

必要な事業（病床の機能の分化及び連携、 

在宅医療・介護の推進等）に要する経費を 

支弁するため、消費税増収分を財源として 

都道府県が設置している基金のこと。 

 

地域医療構想 

 高度急性期から、急性期、回復期、慢性 

期、在宅医療・介護に至るまで一連のサー 

ビスが切れ目なく、また過不足なく提供さ 

れる体制を確保するための取組などをまと 

めた構想（鳥取県は平成２８年１２月に策 

定）。病床機能ごとの２０２５年の医療需 

要及び病床の必要量（推計値）も記載。 

 



地域医療構想調整会議 

 都道府県が構想区域ごとに設ける、診療 

に関する学識経験者の団体その他の医療関 

係者、医療保険者その他の関係者との「協 

議の場」の名称。地域医療構想の推進の方 

策等について協議する。本県の場合、各構 

想区域に設置されている「地域保健医療協 

議会」を調整会議に充てている。 

 

地域医療支援病院 

紹介患者に対する医療提供、医療機器等

の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医

等を支援する能力を備える病院。 

 

地域包括ケアシステム 

 地域の実情に応じて、高齢者等が可能な 

限り住み慣れた地域でその有する能力に応 

じ自立した日常生活を営むことができるよ 

う、医療、介護、介護予防、住まい及び自 

立した日常生活の支援が包括的に確保され 

る体制をいいます。 

 

地域包括ケア病棟（病床） 

 急性期治療を経過した患者及び在宅にお 

いて療養している患者等の受入れ並びに患 

者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地 

域包括ケアシステムを支える役割を担う病 

棟（病床）。 

 

地域包括支援センター 

包括的支援事業を一体的に実施し、地域

住民の心身の健康の保持及び生活の安定の

ために必要な援助を行うことにより、その

保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援することを目的とする拠点施設。 

 

地域連携クリティカルパス 

地域内で各医療機関が共有する、各患者

に対する治療開始から終了までの全体的な

治療計画。 

 

データヘルス 

 医療保険者が加入者の健康データを活用 

し、データ分析に基づき、個人の状況に応 

じた保健指導や効果的な予防・健康づくり 

を行うもの。 

 

てんかん 

 突然意識を失って反応がなくなるなどの 

てんかん発作をくりかえし起こす病気。 

 

糖尿病医療連携登録医制度 

 鳥取県糖尿病対策推進会議が指定する糖 

尿病治療に関する研修会を医師が受講する 

ことによって、県民が安心してかかりつけ 

医療機関で糖尿病の初期治療が受けられる 

体制の構築を図ることを目的に、平成 24 

年度から開始した制度。なお、登録医でな 

ければ糖尿病に関する知識が乏しいという 

わけではない。 

 

糖尿病性腎症 

腎臓の主要構成組織である糸球体の血管

障害に起因する障害で、進行すると腎機能

が失われ、人工透析の必要が生じる。 

 

糖尿病療養指導士 

糖尿病患者に対して運動や食事などの療

養指導を行う者。 

 

特定健康診査 

糖尿病その他の政令で定める生活習病

に関する健康診査をいう。 

 

特定保健指導 

 特定健康診査の結果により健康の保持に 

努める必要がある者として厚生労働省令で 

定めるものに対し、保健指導に関する専門

的知識及び技術を有する者として厚生労働

省令で定めるものが行う保健指導をいう。 

 

ドクターヘリ 

  救急医療用の医療機器を装備したヘリコ 

プターであり、医師および看護師が同乗し 

て救急現場に向かい、現場から医療機関に 

搬送するまでの間、患者に救命医療（航空 

救急）を行うことができる専用ヘリコプタ 

ーをいう。 

 

ドクターカー 

人工心臓マッサージ器や人工呼吸器、検

査装置の医療機械を搭載し、医師・看護師

が同乗して、医療機関搬送前の現場へ直接

出動する救急車の一種である。 

 

特別養護老人ホーム 

老人福祉法に基づき，身体上または精神

上著しい障害があるために常時介護を必要

とする高齢者を入所させて，養護する施設。 

 

【な行】 

認定看護師 

一定期間以上の実務研修を修了した保健

師､看護師及び助産師の免許所有者が日本

看護協会認定の看護師教育機関にて６か月

以上の教育を受け､認定審査に合格し、ある

特定の看護分野において、熟練した看護技

術と知識を有することを認められた者で、

看護現場において、実践・指導・相談の３

つの役割を果たすことにより、看護ケアの



広がりと質の向上を図ることに貢献する。 

 

年齢調整死亡率 

年齢構成の違いに影響されない比較をす

るため年齢構成を調整した死亡率。 

 

認知症高齢者グループホーム 

正式には、認知症対応型共同生活介護事

業所という。認知症の状態にある要介護高

齢者等に対し、共同生活が出来る高齢者介

護施設。 

 

脳血管内治療 

 脳の病気に対して、血管の中からアプロ 

ーチをする手術法である。全身の血管は大 

動脈を介してすべて繋がっているため、足 

の付け根や肘の内側の血管など太い血管か 

らカテーテルを挿入し、大動脈を通じて脳 

の血管まで進める。 

 

【は行】 

病院群輪番制 

地域の病院が輪番制方式により休日・夜

間の診療体制を整えているもの。 

 

病診連携 

患者の治療等に関して，地域の病院と診

療所との間で行う医療連携のこと。 

 

病病連携 

患者の治療等に関して，病院間で行う医

療連携のこと。 

 

フレイル 

 加齢とともに心身の活力（運動機能や認 

知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併 

存などの影響もあり、生活機能が障害され、 

心身の脆弱性が出現した状態（厚生労働省 

研究班の報告より抜粋）。低栄養やロコモ 

からくる身体的フレイル、意欲・判断力の 

低下などの精神的フレイル、地域などから 

の孤立の社会的なフレイルがある。 

 

訪問看護ステーション 

かかりつけの医師の指示の下に看護師が

訪問し、住み慣れた家でお年寄りや身体の

不自由な方などに、療養していただきやす

いように看護サービスを提供する事業所の

こと。 

 

【ま行】 

メタボリックシンドローム 

内臓脂肪型肥満に高血糖・高血圧・脂質

異常症のうち２つ以上を合併した状態をい

う。 

 

メディカルコントロール 

救急搬送において、救急救命士が医行為

を実施する場合、当該医行為を医師が指示

又は指導・助言及び検証してそれらの医行

為の質を保証すること。Medical Control

を略してＭＣとも呼ばれる。 

 

薬物療法 

 薬を使う治療のこと。がんの場合は、抗 

がん剤、ホルモン剤、免疫賦活剤（免疫力 

を高める薬剤）等を使う療法のこと。抗が 

ん剤による治療法。 

 

【ら行】 

理学療法士（ＰＴ） 

Physical Therapist の略。医師の指示の

下に、身体に障害のある人に、寝返り、起

きあがり、歩行などの基本的な動作能力及

び日常生活動作（ＡＤＬ）の向上や維持の

ため、運動療法や温熱、光線、電気などの

物理的手法を行うことを業とする者（国家

資格）。 

 

罹患率 

特定の期間内に集団に新たに生じた疾病

の症例数の割合。ある時点、ある地域内の

全患者数をその地域の人口で割った有病率

とは区別して用いられる。 

 

ロコモティブシンドローム 

 筋肉や骨、関節、軟骨といった運動器の 

障害によって、移動機能の低下をきたした 

状態。（運動器症候群、通称：ロコモ） 

 

 


