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あ
足　感覚が失われる　　127  168  173
　　　　　　　　　　　191-192
　　腫れ　　 113　124　144　176　

248-249　323
　　湾曲足　　319
脚　痛み　　288　321
　　診察　　37
　　はさみ状　　320
アスカリス　　140-141　
頭　真菌感染　　205
　　損傷　　37　78　91
　　リンパ節　　88
熱い病気　　119
圧迫包帯　　193-195　
後産　　262-264　269　
アフタ性口内炎　　232
アヘン　　416
ア メ ー バ　　144-145　336　368-369　

419
アメリカドクトカゲ　　106
　　かみ傷　　106
アルコール飲料　
　　熱射病　　81
　　問題　　 119　148-149　325　326　

400　416
アルコール中毒　　148-149　416-417　

419
アレルギー性ショック　　 70　105　351　

386-387　410
アレルギー性鼻炎　　165　425
アレルギー反応　　23　54　166　419
　　皮膚　　203　285　290
　　治療薬　　337　386-387
　　薬への　　54　56　68　70-71　351
アロエベラ　　13　129
泡避妊薬　　290　396
イエスカ　　11
胃炎　　128-129
胃潰瘍　　128-129　149　381-382

医学的注意
　　時期　　43　159
　　病気　　179-192
胃酸過多　　128-129
意識の消失　　78　419
　　呼吸　　32
　　ショック　　77
　　瞳孔　　33
移植　　285　293　397
痛み
　　脚　　288　　
　　関節　　101-102　173　310　324
　　胸部がん　　179　325
　　質問　　29
　　背中　　173-174　248
　　鎮痛薬　　 19　52　75-76　162　335 

379-380
　　歯　　165　231
　　排尿　　 146　235-236　239　

242-243
　　腹部　　 12　35-36　94-95　128　

146　243
　　眼　　217　219　221　222
胃痛　　12　93　
一般名の薬　　333　339　419
遺伝病　　18　318-319　321　419
移動
　　けが人　　99-100
いぼ　　210　212　400　402
イムフェロン　　51　67
陰核　　233
いんきん　　205
陰茎　　199　232　233　235-240
　　　　402-403
飲酒　　148-149　318　325　326　328
　　　　400　416
咽頭炎　　163　309-310
陰嚢　　233　419
　　ただれ　　199
　　腫れ　　317

索引―イエローページ

この本の中のことがらが、あいうえお順に掲載してある。

太字のページで、そのことがらについての主要な参照をすることができる。グリーンページにある薬は、

p.341からの薬の目録および索引の中にある。
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陰嚢水腫　　317
インフルエンザ　　45　57　163　308　

419
ウイルス　　19　399-401
魚の目　　210　419
う窩（うか）　　229-230　419
うっ血除去薬　　164　165　419
腕　筋肉と神経　　37
　　しびれ　　23　325
腕前進　　268　419
AIDS　　153　171　236　245　286　　

　　　290　396　399-401　416
　　鵞

が

口
こうそう

瘡　　232
　　結核　　179
　　帯状疱疹　　204
　　妊娠　　249
栄養　　w11　w13-w16　107-130　295
栄養失調
　　下痢　　153-155
　　原因　　115　283　412
　　検査　　109　112-113　297-304
　　子ども　　107　114　305-306
　　症状　　30　37　108　112　113　
　　　　　　　208-209　305
　　種類　　112-114
　　妊娠中　　248
　　問題　　107　306
　　予防と手当て　　108　109　112-113

　155-156　392-394
液体　　39-40　151
壊疽　　213
X線　　102
エネルギー食品　　110-111
エプソム塩　　16
遠視　　323　419
エンパチョ　　22
応急手当(応急処置)　　75-106　419
黄疸　　30　172　274　318　321　
　　　　328-329　393　419
おう吐　　161　419
　　浣腸　　15
　　薬　　161　335　386-387
　　下痢　　151　157
　　新生児　　273
　　尿毒症　　239
　　妊娠中　　248　249
　　吐かせ方　　103　389　
　　激しい　　151
おたふくかぜ　　312

おでき　　202　419　
おむつかぶれ　　215　419
思い込む力　　2-5　24　419
重さ
　　薬　　59-61
おりもの　　241-242　370-371
温湿布　　193-195　406

か
蚊　　186-187
カードンカクタス　　13　232
疥癬　　34　199-200　335　373
回虫（カイチュウ）　　140-141　420
　　喘息　　167
潰瘍　　420
　　胃　　13　36　53　128-129　149　
　　　　　382
　　角膜　　224-225
　　皮膚　　20　212　213　324
改良型ハエ捕獲式便所　　139
顔　でこぼこ　　191
　　どんより　　318
　　麻痺　　37　327
学習　　w4　w21-w28　322
角膜　　217　218　224　225　226
　　　　228　420
鵞
が

口
こうそう

瘡　　232　242　400　
過呼吸　　24　420　
菓子　　115　119　122　229　408
過剰指　　318-319
カスカラ　　16
かぜとインフルエンザ　　45　57　163
　　　　　　　　　　　　308
　　食養生　　123
河川盲目症（眼オンコセルカ症）　　227-228　

378
家族計画　　w16　246　283-294
　　　　　　394-396　415　420
　　不妊　　244
肩
　　脱臼　　101
合併症　　421
　　妊娠中絶　　243　414-415
割礼　　74　401　404
家庭訪問　　w24
カテーテル　　239-240　336　420
鎌状赤血球症　　30　321　393　
かみ傷
　　感染原因　　89
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　　狂犬病　　181
　　クロクモ　　106
　　手当て　　86
　　有毒　　104-106
髪の毛
　　栄養失調　　107　
　　シラミ　　200
　　脱毛　　107
かゆみ
　　疥癬　　199
　　かゆみ止め　　335　
　　寄生虫　　140-142　228
　　薬　　68　70-71　166
　　肛門　　141
　　植物　　204
　　真菌　　205　242　
　　水痘　　311
　　梅毒　　238
　　発疹　　68　166　203　236　238
体を作る食品　　110　426
カルシウム
　　クモのかみ傷　　106
　　くる病　　125　426
　　卵の殻　　116
　　注射　　53　67
　　弱い骨　　246
がん　　25　412　420
　　喫煙　　119　149　168
　　経口避妊薬　　288-289
　　子宮がん　　280
　　乳がん　　279
　　皮膚がん　　197　211　399
肝炎　　26　172　416　
感覚喪失　　38　127　162　173　191
　　　　　　192　279
カンガルー方式　　405　408
眼球乾燥　　107　113　226　306　337
　　　　　　392　420
緩下剤　　15-16　383　420　
　　誤用　　126
肝硬変　　108　148　328
患者の記録　　44
関節
　　痛み　　101-102　173　310　324
関節炎　　173　324　
　　薬　　51　379-380
感染　　420
　　軽い　　58
　　傷　　88-89　96　213

　　薬　　55-58　335-336
　　下痢　　154　157
　　出産後　　276
　　症状　　88　194　272-275
　　新生児　　182-183　275
　　生殖器　　236-239　241-242
　　蚊　　108　120　271
　　虫垂　　94-95
　　腸　　94-95　135　140-146　243
　　尿路　　234-235
　　眼　　217　219　220　221　
　　涙嚢　　223
乾癬　　216
感染症　　18-19　135　420
肝臓　　36　420
　　感染　　172
　　膿瘍　　144-145
　　病気　　172　288　328
乾燥栄養失調（マラスムス）　　112-113　420
肝臓エキス　　65　67
浣腸　　15　76　92　420
顔面ヘルペス　　48　171　232　402
気管支炎　　170　420
危険な病気　　w28　42　179-192　
傷　感染　　88-89　213　401
　　薬　　93　334
　　骨折　　99
　　止血　　82
　　銃創　　90-93
　　小さな　　84
　　閉じ方　　85-86
　　ナイフ　　89-93
　　破傷風　　89　182
　　深い　　89-92
　　腹部　　92
　　眼　　217-218
寄生生物　　19　420
　　腸管　　19　140-145　308
　　皮膚　　19　199-201
寄生虫　　140-146　227-228　406-407
　　薬　　335　374-376
　　子ども　　308
　　腸閉塞　　94
　　予防　　47　131-134
偽性分娩　　258
喫煙
　　妊娠中　　318　416
　　問題　　119　129　149-150　289　
　　　　　　325　326　400　416
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ギプス包帯　　14　98　319　420
キャッサバ　　117　130　420
　　便秘　　16　126　383　
吸引球　　84　255　262　268
救急箱　　331-337
　　村の　　336-337
急性伝染性結膜炎　　219-221　308
急性腹症　　15　93-94　420
狭域スペクトル抗生物質　　56　420　
教育　　w2　w4-w5　w21-w28　321
　　教材　　429-432
凶眼　　5　420
狂犬病　　181
狭心症　　325
ギョウチュウ　　12　141
協同組合　　w24
共同作業　　w5　w24
郷土病　　21-26
恐怖　　24　420
共 有　　w1-w2　115虚 弱　　23　124　

323　400
去痰薬　　52　384　420
切り傷　　84-86
キログラム　　62　420
緊急事態　暑さ　　81
　　薬　　332
　　寒さ　　408-409
　　注射　　66
　　腸　　93-95
筋肉
　　検査　　37-38
　　調節不能　　320
グアコ　　3
薬　ジェネリックの　　333　339
　　計量　　59-64　340
　　限定使用　　w18-w19　49
　　誤用　　50-53
　　時期　　54-64
　　指針　　w18-w19　49-73　339-396
　　出産　　266
　　使用説明書　　63-64
　　商標名　　55　333　339
　　使用法　　339-396
　　新生児　　54　272
　　投与量　　339-396
　　妊娠中　　54　247
　　反応　　68　70-71　351
　　注射してはいけない　　56
　　不使用　　45-48

　　幼児　　62
　　予防措置　　339-396
薬の危険な用法　　50
口　　107　229-232　
口対口人工呼吸　　78-80　413　　420　
　　新生児　　262
首　硬直　　38　182-185　274
　　損傷　　99
クモのかみ傷　　106
クラミジア　　221　234　236-237　255
　　　　　　　360
グループ討論　　w24-w27
くる病　　125
クレチン病　　318　421
クワシオルコル　　30　113　421
経口避妊薬　　285　286-289　410　
頸部リンパ節結核　　212
計量
　　薬　　59-61　340
けいれん　　421
　　クモのかみ傷　　106
　　 腸　　12　35　106　145　147　243

　　　381
　　熱　　81
　　破傷風　　182-184
痙性の　　38　319-320　
けが　意識不明　　78
　　移動　　99-100
　　重傷　　33
　　眼　　218
外科手術　緊急　　91-95　177　222　267
　　必要性　　102　175　177　222　225
　　　　　　　235　243　279　280　293
　　　　　　　317　319　329
下剤　　15-16　421
　　誤用　　92　126
血圧　　　421
　　高血圧　　125　249　288　325-326
　　　　　　　395　411
　　測定方法　　410-411
　　低血圧　　77　411
血液　AIDS　　399　401
　　潰瘍　　128
　　喀血　　168
　　肝硬変　　328
　　吸虫類　　146　　凝塊　　288
　　血尿　　146　234
　　血便　　128　144-146　157-158　
　　　　　　306　401
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血液循環　　421
結核　　108　179-180　337
　　AIDS　　400
　　薬　　361-363
　　子ども　　136
　　症状　　30　37
　　脊柱　　173
　　はしか　　311
　　皮膚　　212
　　リンパ節　　212
　　予防接種　　147
欠損
　　出生時　　7　289　316-321　421
月経　　　245-246　281　285　294
　　　　　394-397　
月経閉止期　　246　421
結膜炎　　219-221　308
下痢　　151-160
　　おう吐　　151　157
　　家庭療法　　11
　　寄生虫　　142
　　血便　　144-145　157-158　306
　　　　　　401
　　原因　　w7　17　107　132-133
　　　　　　135　153　399　400
　　重症　　151　160
　　赤痢　　144-145　153　306
　　泉門　　9
　　手当て　　58　152　155-158　384
　　乳児　　159　271
　　予防　　w7　46-47　154
下痢止め薬　　156
ゲルシル　　173
限界　　w4
健康　　w7　w11
顕微鏡　　19　144　421
口蓋裂　　318-319　421　422
睾丸　　233
　　腫れ　　312　317
高血圧　　125　249　325-326　411
虹彩炎　　33　219　221
抗酸薬　　52　64　129　248　324
　　　　　381-382　423
抗毒素　　70　388-389
　　サソリの刺し傷　　388
　　ヘビのかみ傷　　105　388
公衆衛生　　w10　137-139　153　421
拘縮　　314　421
甲状腺腫　　10　130　421

硬性下疳　　237　421
抗生物質　　52　55-58　156　351-365
　　　　　　421
　　広域スペクトル　56　58　353
　　　　　　　　　　356-359　421
鉤虫（十二指腸虫）　　133　142　296　307
抗毒素　　388-389　421
　　アレルギー性ショック　　70　105
　　破傷風　　389
更年期　　246　421
抗ヒスタミン薬　　70　165　204
　　　　　　　　　386-387　421
酵母菌感染　　58　232　242　370-371
　　　　　　　373
肛門　　233　421
　　痔　　175
　　ただれ　　238　400　402　403
鉱油　　16　383
高齢者　　83　214　235　323-330
コーチゾン　　51
コカイン　　416-417
呼吸　　426
　　困難　　23　57　168　181　274
　　　　　　325　410
　　水蒸気　　47　168
　　速度　　32
　　停止　　80
　　病人　　32
黒色面ぽう　　211　421
穀類　　152　382
5歳未満児プログラム　　w20　w24　297　

421
小さじ
　　計量　　61　421
枯草熱　　165　
骨折　　14　98-99　421　
骨盤位分娩　　257　268　421
骨盤炎症性疾患　　237　243　244　396
コップ法　　22　422
子ども
　　栄養失調　　112-114　154　303
　　　　　　　　305-306
　　数　　283-294
　　感染症　　311-315
　　下痢　　151-153　159
　　重病　　214
　　食物　　112　113　120-122　295
　　成長　　107　297-304
　　先天性障害　　316-321
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　　知恵遅れ　　318
　　注射　　73
　　予防接種　　147　296
子ども対子どもプログラム　　322
子どもの健康チャート　　w20　w24　297-304
　　　　422
ゴム　　239　285　290　396　401-404
コレラ　　158
昏睡　　78　422
コンドーム　　239　285　286　290
　　　　　　　396　401-403

さ
細菌　　19　55　425　
細菌感染　血液　　273-275
細菌性赤痢　　145
刺し傷
　　サソリ　　11　106　337　388
　　ミツバチ　　70
殺精子薬　　285　396
殺虫剤　　19　103　187　373　412-413
　　　　　423
　　誤用　　412-413
　　出生時欠損　　247
　　薬品熱傷　　219
砂糖　　110　111　382　422
条虫（サナダムシ）　　143　376
さや　　239　285　290　396　401-403
産後
　　出血　　266　391　
　　食事　　123
産褥熱　　27　276　283　422
産前ケア　　250-253　
死　受け入れ　　330
痔　　16　175　422
　　薬　　392
　　妊娠中　　248
ジアルジア　　145　336　368-370　422
視覚　　217-228
視覚喪失（失明）　　221-222　412
　　けが　　218
　　糸状虫症　　227-228　378
　　乳児　　221　237　379
　　夜盲症　　113　226-227
子癇　　249　422
子癇前期　　249
子宮　　422
　　がん　　280
　　収縮　　258　266

　　胎児の位置　　251　257
　　マッサージ　　264-265
子宮外妊娠　　36　243　249　280　414
子宮頚管　　288　422
子宮内避妊具　　281　285　290　396
シゲラ　　145　158　358
資源　　w8　w12　115　283　426
自助　　w2　w11　w21
自然のバランス　　58
自然流産　　246　249　266　281　414
　　　　　　422　427
舌　　232
七年痒　　199-200　335　373
歯痛　　231
実験　　w15
湿疹　　216
湿布　　193-195　422
失明　　225　412
指導力　　w5
ジフテリア　　147　296　313-314
脂肪　　111　121
湿った栄養失調　　30　113　421
社会的条件　　283　401　415　417
斜視　　223　318
充血　　23
住血吸虫　　146　377　
住血吸虫症　　146　337　377
重積　　94　422
銃創
　　頭　　91
　　腕または脚　　90
　　腹　　15　92-93
住宅供給　　w10
重病　　w28　42　179-192
受精可能日　　244　291
腫脹　　202　422
出血　　422
　　意識の消失　　78
　　産後　　263-266　337　391
　　止血法　　13　82-83
　　白目　　225
　　新生児　　272　337　394
　　妊娠中　　249　281
　　歯茎　　107　231
　　ひどい　　 82　243　246　264　404
　　　　　　　410　414
　　貧血　　124
　　閉経期　　246
出産
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　　感染　　260　276
　　出血　　264-265　
　　準備　　254-256
　　早産　　262
　　胎児の位置　　257　261　267　
　　膣口　　269　
　　難産　　267-269　319
　　母親の姿勢　　260
　　へその緒　　262-263
出産調節
　　複合法　　285　292
出産用具一式　　254-255
出生時の障害　　7　247　273　289
　　　　　　　318-321　412
授乳　　w12　120-122　
　　下痢　　154　156
　　出産調節　　289　294　395
　　新生児　　271　277　405
　　伝統的考え　　2　8　
　　良い栄養　　114　116　304
腫瘍　　25　412　422
消化　　13
障害
　　子ども　　74　314　318-321　
　　注射　　74　314　
消化不良
　　薬　　381-382　
　　避けるべき薬　　54　64　
　　食事　　128-129　
　　妊娠中　　248　
蒸気
　　吸入　　47　168　
症状　　20　29　422　
商店主
　　村の　　338　
小児麻痺　　314　
　　症状　　37　
　　予防接種　　147　296　314
商標名医薬　　55　333　339　422
静脈
　　炎症　　288　
静脈内輸液　　40　53　67　152　
静脈瘤様静脈　　175　213　288　410
　　　　　　　　422　
常用　　416-417　
食塩　下剤　　16　
　　　使用　　120　125　176　249
　　　　　　　325　326　
　　　ヨード添加塩　　130　247　318　

食事
　　うっ血　　23
　　危険な考え　　123
　　経口避妊薬　　286　
　　健康保持　　110-111
　　子ども　　120-122
　　避けるべき　　119
　　産後　　8　123　276　
　　発熱　　8　
　　病気　　40　124-130　154-156　
　　病人　　40　123　
　　服薬中　　123　
食中毒　　23　103　135　153　161
植物
　　かゆみ　　204　
　　薬草　　12　13　
食物
　　安価な　　116-118　
　　栄養　　110-111　295　
　　下痢　　155-156　
　　植物　　116　
　　生産　　w11　
　　病人　　41　
　　腐敗　　103　135　
　　幼児　　120-122　
助産師
　　危険　　256　
　　禁止事項　　260　
　　産前ケア　　250　
　　準備　　254-255　
　　知識　　245-282 　
　　妊娠　　249　
ショック　　30　77　325　422　
　　アレルギー　　70　105　166　351　
　　大熱傷　　97　
　　産後　　265　
　　心拍動　　33　410-411　
初乳　　277　422　
シラミ　　134　190　200　373　
視力検査　　223
脂漏　　215　
心気症　　329　422　
真菌感染　　19　58　
　　鵞口瘡　　232　　
　　たむし　　205-206　372-373
　　膣酵母菌　　242　370　
神経　　422　
　　筋肉　　37-38　
人口　　w10　115　
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診察
　　視覚　　223　
　　虫垂炎　　36　95　
　　乳房　　279　
　　妊婦　　250-253　
　　ひざの反射　　183　
　　病人　　29-38　
　　ヘルニア　　94　317　
　　眼　　33　217　
信じる　治癒力　　2　　
新生児
　　有害な　　4　5　10-11　
　　薬　　54　272　337　
　　血液感染　　275　
　　食事　　120　263　271　
　　入浴　　7　263　270　
　　破傷風　　182-183　
　　病気　　272-275　
　　双子　　269　
　　分娩　　268　
　　へその緒　　262-263　270　
　　ヘルニア　　317　
　　未熟児　　405　　
　　眼　　221　237　270　
新生児結膜炎　　221
心臓
　　病気　　33　310　325　410　
　　発作　　23　325　
　　胸焼け　　128　
腎石　　235　422　
腎臓　　233-234　422
心拍動　　32-33　77　
蕁麻疹　　68　166　203　422　
水痘　　204　311　　　　　　　　
水分　　39-40　151
水分補給飲料　　152　311　382-383
　　　　　　　　400　422
　　おう吐　　161
　　浣腸　　15
　　急性腹症　　95
　　脱水　　9　46　158　306
　　新生児　　273
　　重病人　　40　53
水疱
　　湿疹　　216　
　　水痘　　311　
　　熱傷　　96
髄膜炎　　185　274　307
筋違い　　102　

ススト　　24　
頭痛　　162　249　410
ステロイド　　51
砂袋　　100
スポンジ法　　294　　　　
スルフォンアミド　　55　358　
性感染症（STIs）�　　236-239　285-286　

290　399-403　427　428
性器いぼ　　374　402　
性器ヘルペス　　402-403　
清潔　　133-139　
　　感染予防　　74　84　401　404　
　　口と歯　　229-231　
　　公衆衛生　　137-139　
　　個人衛生・清潔　　39　41　133-135　
　　子ども　　136　296　
　　出産　　260　263　
　　注射　　68　74　401　
　　用具　　74　401　
精子　　233　244　
生殖器　　205　232　233-244　423　
　　ただれ　　237　402-403
生殖不能　　244
精神的な病気　　18　114　318　
成長
　　子ども　　107　297-304　　　　
性病　　237-239　286　290　399-404
　　　　423　
世界保健機関　　49　432　
咳　　168-169　
　　喀血　　140　171　174　179　　
　　喫煙者　　149　
　　原因　　168　
　　咳止め薬　　52　384　
　　慢性　　168　324　400　
赤痢　　144-145　423
切採　　404　
接触皮膚炎　　204　423
切断　　409　423　
接着剤嗅ぎ　　416　
全身けいれん　　423　
喘息　　167　337　385-386
前置胎盤　　249　423　
センチュウ属　　141　
センチュウ類　　141　
仙痛　　35　145　157　423
センナ　　16　
前房出血　　225　
前房蓄膿　　225　
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せん妄　　24　423　
　　腸チフス　　189　
　　マラリア　　186　
旋毛虫症　　144　
泉門　　423
　　くぼんだ　　6　9　151　274　
　　膨れた　　274　
前立腺　　233　235-236　423　
装具　　315　
蒼白
　　皮膚、唇、爪　　30　
俗信　　3　6-8　123
測定
　　血圧　　410-411
　　ポンドとキログラム　62　
鼠径リンパ肉芽腫　　238　
底豆　　210　
卒倒　　78　79　81　325　327　
ソフトドリンク　　155　161　229　423　
ソルダ�コン�ソルダ　　14　

た
体位排膿法　　169　
体温　　30-31　272　409　423　裏表紙裏
体温計　　31　334　423　
　　感染　　145　
　　原因　　20　
　　子ども　　107　112　114　321　
　　腸閉塞　　94　
　　妊娠　　248　249　
体重
　　減量　　125-127　325-326　
　　食事　　110-111　127　
　　投薬量　　340　
　　秤　　250　
　　ポンドとキログラム　　62　
体重減少
　　原因　　20　
　　減量法　　126　
　　新生児　　273　
　　脱水　　151　
　　長期　　179　180　400　
体重増加
　　子ども　　297-304　
　　妊娠　　247　250　
胎児用聴診器　　252　255　423
帯状疱疹　　204　400　
耐性
　　感染　　108　120　271　

　　抗生物質　　w19　57-58　237　351
大脳マラリア　　30　178　186　367　
胎盤　　262-264　269　423
大便　　423　
　　潰瘍　　128　
　　急性腹症　　94　
　　血液　　128　146　189　
　　下痢　　144-145　
　　米のとぎ汁　　158　
　　住血吸虫症　　146　377　
　　白い　　172　
　　腸チフス　　189-190　
ダウン症　　318　427　　　
たきぎ　　135　
堕胎　　243　284　414-415
ただれ
　　足　　324　
　　膿　　199　201　406　　
　　開放性　　127　213-214　
　　口　　232　
　　生殖器　　199　205　232　238
　　　　　　　242　400　402-403　
　　小さな　　201　211　
　　手当て　　213　214　
　　床ずれ　　41　214　
　　広がり　　127　191　211　213
　　　　　　　214　
　　慢性の　　20　127　212　213
　　　　　　　236　324　406　
　　無感覚　　191　237　279　
脱臼　　38　101　316　423　
脱水　　151-152　423
　　緩下剤　　15　383　
　　薬　　52-53　156　
　　下痢　　46　155　
　　泉門　　9　274　
　　予防と手当て　152　156　382-383　
ダニ　　190　201　423
タバコ　　129　416-417　
タブー　　23　423　
たむし　　11　205-206　372
タルク　TALC　　297　429　
担架　　100　
炭酸飲料　　115　150　
胆汁症　　329　
炭水化物　　110　121　423
丹毒　　212　
胆のう　　423　
　　痛み　　36　
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　　家庭療法　　12　
　　病気　　329　
たんぱく質　　110　111　112　113
　　　　　　　116-118　121　423　
蛋白同化ステロイド　　51　
知恵遅れ　　114　306　318　320-321　
423

地中海性貧血　　393　422　
膣　　233　423
　　感染　　241-242　370　
　　前置胎盤　　249　423　
　　断裂　　269　
膣洗浄　　227　423　
窒息　　79　314　
中止
　　麻薬常用　　417　
注射　　65-73　
　　危険性　　68-69　
　　危険な反応　　54　70-71　
　　緊急事態　　66　
　　薬　　51　56　67　
　　時期　　65　67　
　　障害児　　74　314　
　　信頼　　w19　4　50　
　　ビタミン　　118　
　　避妊　　285　293　396　
　　用品　　336　
注射器　　72　74　336　399　401　405

　
注射針　　74　399　401　
虫垂　　94　
虫垂炎　　36　94-95　　
中絶
　　避妊　　285　294　　
中絶性交　　285　294　
腸　感染　　47　131　144-145　153　189
　　傷　　92　
　　緊急事態　　35　93-94　
　　痙攣　　12　106　145　157　243　381
　　直腸脱　　142　
　　閉塞　　22　94　
腸運動　　242　424　
聴覚障害　　107　327　359　363　379
　　家庭療法　　11　
　　子ども　　318　
　　耳鳴りとめまい　　327　
腸管寄生虫　　13　140-145　424　
聴診器　　410　424　
腸チフス熱　　158　188-189　

　　薬　　357-358　
　　耐性　　58　
　　熱型　　26　
腸閉塞　　22　94　
直接圧迫法　　82　
直腸　　424　
　　脱出　　142　　
治療
　　病人　　39
治療食　　40　124-130　424　
　　胃酸過多　　128-129　
　　潰瘍　　128-129　
　　下痢　　155-156　159　
　　高血圧　　125　
　　甲状腺腫　　130　
　　糖尿病　　40　127　
　　肥満　　126　
　　貧血　　124　
　　便秘　　16　126　383　
　　胸焼け　　128-129　
鎮痙薬　　235　329　381　424　
鎮痛薬　　379-380　424　
椎間板ヘルニア　　173　
使い方　この本　　表紙裏　w28　
ツツガムシ　　201　424　
冷たい病気　　119　
D.P.T.ワクチン　　147
低温症　　408　
低血圧　　411
低体温　　409　
溺死　　79　424　　
鉄　くぎ　　118　
　　食品　　124　
　　錠剤　　51　118　124　307　335
　　　　　　393　405　
　　鍋　　117　
手袋　　255　262　264　401　
テペグアヘ　　14　
てんかん　　38　178　319　389-391　
デング熱　　187　
天候
　　寒い　　408-409　
天使のラッパ　　12　
伝染病　　18-19　135　424　
伝統　　w3　w11　1　2　21　424　
天然痘　　147　
澱粉　　110　203　408　424　
ドゥーシュ（膣洗浄）　　227　241　247　

258　281　292　361　422　
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動悸
　　胃　　23　
瞳孔　　424　
　　検査　　217　
凍傷　　409　
糖尿病　　127　251　410　
東方腫　　406　
動脈硬化　　326　
トウモロコシの毛　　12　
投与量　　340　
匿名禁酒同盟　　149　417　429　
吐血
　　潰瘍　　128　
　　肝硬変　　328　
トコジラミ　　200　
床ずれ　　13　214　424　
兎唇　　318　424　
土地
　　分配　　w7　w11　413　　
　　利用　　w11　w13-w16　115　
トラコーマ　　220　
トリクーリス　　142　
トリコモナス　　241　　

な
なまず　　206　
軟性下疳　　236　238　403　
にきび　　211　395　424　
日光
　　くる病　　125　
　　にきび　　211　
　　皮膚病　　195　
乳がん　　279　
乳児
　　給食　　120-121　
　　下痢　　159　
　　診察　　34　
　　皮膚病　　215　
乳腺炎　　278　424　
乳房
　　腫脹　　278-279　
　　保護　　277　279　
乳房膿瘍　　278　424　
　　産後　　8　276　
　　新生児と乳児　7　215　263　
　　病人　　7　39　
尿　　424　
　　暗黄色　　151　
　　膿　　236　

　　褐色　　172　
　　血液　　146　234　377　
　　少量　　151　236　
　　頻繁　　127　234　
尿管　　233　
尿道　　233　235　424　
尿毒症　　239-240　424　
妊娠　　247-255　424　
　　栄養　　118　250　
　　軽い病気　　174　248　251　
　　危険な症状　　249-251　
　　薬　　6　54　247　
　　健康維持　　247　
　　検査　　w24　250-253　410　
　　困難　　244　
　　産前ケア　　253　
　　子宮外　　36　243　249　280　414
　　出血　　249　264　281　
　　出産準備　　254-255　
　　出産予定日　　252　
　　症状　　247　
　　胎児　　251-252　257　
　　避妊方法　　283-295　
　　貧血　　124　248-249　392　393　
　　風疹　　247　312　
妊娠斑　　207　424　
妊娠中毒症　　249　424　
ニンニク　　12　241　242　
ぬか　　16　126　383　
熱　　424　
　　型　　26-27　30　31　
　　けいれん　　81　
　　高熱　　6　15　75-76　335　
　　子ども　　306　
　　下げ方　　75　76　335　
　　産褥熱　　27　276　283　
　　食事　　8　
　　新生児　　270　273　
　　熱疲労　　81　
　　熱射病　　78　81　
熱傷（やけど）　　13　96-97　
熱帯熱マラリア　　158　186　365
熱疲労　　81
熱病　　26　
粘液　　424　
　　排出　　169　425　　
粘液法　　285　292　
ねんざ　　102　424
膿痂疹　　25　202　
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脳血管障害　　37　78　288　327　424
農作　　w13　412-413　
膿腫　　143　243　280　424　
脳卒中　　37　78　288　327　410　425
脳損傷　　319-320　
　　高熱　　76　
　　条虫類　　143　
脳麻痺　　320　
膿瘍　　425　
　　肝臓　　144-145　
　　注射　　67　69　74　
　　乳房　　278　
　　歯　　230-231　
　　皮下　　202　
膿漏　　231　
のど
　　咽頭炎　　163　309-310　
　　しこり　　10　130　
　　詰まり　　79

は
歯　　133　229-232　
肺気腫　　170　
敗血症　　273-275　425
排泄物　　425　
バイタルサイン（生活徴候）　　41　裏表紙
背痛　　173-174　248　
　　下部　　173　248　
梅毒　　10　237-238　403　
排尿
　　困難　　234-236　239-240　324
　　　　　　403　410　
肺の病気　気管支炎　　170　
　　喫煙　　149　
　　結核　　179　
　　喘息　　167　
　　肺炎　　171　
肺病　　425　
排便　　242　424
ハエ
　　飛蚊症　　227　323　
　　病気　　w23　135　227-228　406
秤　　297　
吐き気　　161　425　
歯茎　　229-232　
　　出血　　107　231　
　　腫れ　　231　
白癬　　205-206　
白内障　　225　323　425　

白斑　　207　
　　皮膚　　206-207　232
麦粒腫　　224　
はしか　　30　108　226　311　392　
　　予防接種　147　312　321　
波状熱　　27　188　　
破傷風　　182-184　
　　傷　　84　89　407　
　　薬　　336-337　389-390　
　　新生児　　182-183　273　
　　予防接種　147　184　296　
発疹
　　アレルギー反応　　68　166　203-204
　　　　　　　　　　   358　
　　かゆみ　　199-200　203　
　　水痘　　311　
　　チフス　　190　　　
　　腸チフス　　189　
　　梅毒　　238　
　　はしか　　30　311　
　　皮膚　　216　236　400　
　　風疹　　312　
　　予防　　133　
発疹チフス　　26　190　
発熱性水疱　　48　171　232　
パップスメア　　280　
鼻　鼻づまり　　164-165　384　
　　みずっぱな　　164-165　384　
鼻血　　11　83　
パパイア　　13　
母親
　　子ども　　295-321　
　　出産後　　276　280　
　　知識　　245-282　
　　産前ケア　　250-253　
歯ブラシ　手製　　230　
歯みがき粉　　230　
鍼　　74　401　
腫れ
　　足　　113　124　144　176
　　　　　248-249　321　
　　陰嚢　　312　317　
　　腕と脚　　14　
　　家庭療法　　12　
　　感染　　194　
　　薬　　68　70-71　231　
　　手と顔　　108　239　249
　　乳房　　278-279　
　　捻挫　　102　
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　　眼　　144　221　313　
　　老齢　　323　
腫れ物
　　顔と体　　191　228　
　　成長する　　196　280　
　　腹　　35　243　280　
　　胸　　279　
瘢痕　
　　角膜　　224　226　228　
　　まぶた　　220　
　　熱傷　　97　
反射
　　検査　　183　425　
ハンセン病　　10　191-192　206　337
　　　　　　　363-365　
反跳痛　　35　95　425　
パンヌス　　220　
B.C.G.　　147　180　185　
鼻炎　アレルギー性　　165　425
非感染症　　18　
ひきつけ　　423　
ヒステリー　　2　24　425　
脾臓　　425　
　　肥大　　158　186　393　　
ビタミン　　110　111　116-118　392-394
　　　　　　405　425　
　　摂取法　　52　118　
　　注射　　65　76　118　
　　ビタミンA　　226　392　
　　ビタミンK　　265　272　337　394　
　　ビタミンC　　248　335　
　　ビタミンB　　208　
　　ビタミンB1　　51　65　393　
　　ビタミンB6　　361　394　
非伝染病　　18　425　
ビトー斑点　　226　
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）　　153　171　236
　　245　286　290　396　399-401　416
泌尿器系　　36　233-234　425　
避妊　　284-294　394-396　425
避妊膜　　285　290　396
皮膚
　　潰瘍　　212-213　
　　がん　　211　399　
　　乾燥　　107　208　
　　薬　　334-335　371-374　
　　結核　　179　212　　
　　検査　　34　
　　子ども　　215　308　

　　ただれ　　191　237　279　
　　皮膚病の図　　196-198　
　　病気　　193-216　406　425　
皮膚炎
　　接触　　204　425
飛蚊症　　227　
ひまし油　　16　
肥満　　126　325-326　329　
百日咳　　168　313　　
　　薬　　336　
　　予防接種　147　296　
病因　　w6-w7　w10　w27　17-19　
評価　　w20　425　
病気
　　一般的な　　151-178　
　　家庭病　　21　
　　危険な　　w28　42　179-192　
　　区別　　20-21　26-27　
　　原因　　17-20　
　　高齢者　　323-330　
　　子ども　　215　272-275　311-314
　　広がり　　131-137　140　188-189
　　　　　　　237-239　399　
　　予防　　131-150　
病原菌　　19　425　
漂白剤　　74　401　
病歴　　20　25　29　44　250-253　425
ピル　　285-289　394-395　
ビルハルツ住血吸虫　　146　
疲労　　23　124　323　400　
広がり
　　病気　　131-137　140　190
　　　　　　237-239　399-403　
ピンクアイ　　219-221　308　
貧血　　124　425　
　　原因　　113　124　
　　子供　　307　321　
　　手当て　　335　392-394　
　　妊娠中　　248-249　
ピンタ　　207　
フィルムストリップ　　w22　
風疹　　247　312　320　
複合薬　　52　385　
複視　　227　
副腎皮質ステロイド　　51　129　364
副鼻腔炎　　165　425　
腹部　　425　
　　痛み　　243　
　　急性腹症　　93-94　
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　　しこり　　280　
　　診察　　35-36　
腹膜炎　　94-95　129　189　425　
膨らんだ腹
　　栄養失調　　112　114　
ふけ　　215　425
フスマ　　16　126　383　
双子　　251　256　269　289　
フッ化物　　229　
不妊　　244　426　　
　　避妊　　284　285　293
不妊手術　　293　　
不妊の
　　男女　　236　244　412　425　
不眠　　328　425
ブヨ　　227-228　
フランネルグラフ　　w22　
ブルセラ症　　27　188　
糞口感染　　131-133　140　188　426　
分数　　59-60　340　
分娩　　258-262　264　426　　
　　偽性分娩　　258　
　　症状　　258　
　　促進薬　　265-266　　
　　分娩期　　259-262　
　　問題　　267　
分娩促進薬　　50　265-266　319　391　426
へそ　　426　
　　感染　　182　272　
　　へその緒　　262-263　426　
　　へそヘルニア　　317　318　426　
へその緒　　426　
　　感染　　270　272　
　　切り方　　262-263　
　　胎児の首　　268　　
　　破傷風　　182　
ヘビのかみ傷　　104-105　
　　抗毒素　　105　337　388　
　　民間療法　　3　
ペラグラ　　114　208-209　
ヘルニア　　177　426　　
　　新生児　　317　
　　腸閉塞　　94　
　　妊娠中　　256　
ベル麻痺　　327　
ヘロイン　　416-417
便　感染　　84　96　131　
　　新生児　　268　
　　民間薬　　11　

変形　　426　
　　出生時　　289　316-321　
　　ハンセン病　　191-192　
便所　　137-139　153
偏頭痛　　162　426　
ベンチュウ　　142　
扁桃腺炎　　309　
便秘　　16　126　426　
　　手当てと予防　126　383　
　　妊娠中　　248　
ベンモウチュウ（ジマルジア）　　145　336　

368-370　422　
　　下痢　　153　158　
縫合　　86　255　269　426　
　　麻酔薬　　380　
膀胱　　233　
　　感染　　243　
　　結石　　234　235　426　
方策　　w8　w12　115　283　426　
疱疹
　　植物　　204　
　　薬疹　　358　361　
蜂巣炎　　212　
包帯　　85　87　101-102　336　
保健
　　女性の　　241　
保健委員会　　村の　　w24　
保健ワーカー　　w1-w7　w29　43　246
　　　　　　　　　340　
　　村の　　w1-w7　w29　43　340　
ポスター　　w22　
発作　　23　178　426　
　　薬　　336　389-391　
　　高熱　　76　
　　子ども　　307　319　
　　出生時欠損　　273　319　
　　髄膜炎　　185　
　　脳マラリア　　186　367　
母乳　　w12　120-122　　
　　よい栄養　　114　116　304　
　　下痢　　154　156　
　　出産調節　　289　294　395　
　　新生児　　271　277　405　
　　伝統的考え　　2　8　
哺乳瓶　　120　154　296　
骨　カルシウム　　246　
　　銃弾　　90　
　　脱臼　　101　
　　変形　　125　319　
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ホルモン　　244　287　394　426　

ま
マアロックス　　173　
巻き貝　　146
マグネシアミルク　　16　383　
まじない　　2　6　426　
魔術　　5　24　
麻酔薬　　380-381　
マッサージ
　　子宮　　264-265　
　　出産口　　269　
　　捻挫または骨折　　99　102　
松葉杖　作り方　　315　
麻痺
　　顔　　37　327　
　　痙攣　　320　
　　結核　　180　
　　検査　　37　
　　殺虫剤　　412　
　　ダニ　　201　
　　脳出血　　37　327　
　　ハンセン病　　191　
　　ポリオ　　314-315　
マラリア　　186-187　
　　鎌状赤血球症　　321　
　　薬　　337　365-368　
　　熱型　　26　
マリファナ　　416　
マルタ熱　　27　188　
水　蒸気　　47　168　384　
　　清潔　　46　131　135　137-139　
　　　　　　144　146　
　　治療　　45-48　
　　伝染　　146　188　407　
　　熱　　75　
　　熱傷　　96　
水浴び
　　衛生　　133　
水疱瘡　　204　311　
水虫　　205　
ミニピル　　289　294　395　
ミネラル　　111　116-118　426　
耳　感染　　309　
　　診察　　34　
　　耳鳴り　　107　327　
　　リンパ節　　88　
耳垢　　405　
みみずばれ　　68　203　238　426　

耳帯状疱疹　　204　400　
耳鳴り　　107　327　359　363　379　
脈動　　23　
脈拍　　32-33　41　410-411　426　裏表
　　　　紙裏
ミルク
　　潰瘍　　129　
　　下痢　　156　
　　粉　　392　
　　ブルセラ症　　188　
民間薬　　1　2　3　
　　浣腸　　15　
　　効能　　10-11　
　　質問と答え　　6-8　
　　使用法　　w2　24　
　　不妊　　244　
胸　傷　　91　
胸焼け　　426　
　　薬　　381-382　
　　避けるべき薬　54　64　
　　食事　　128-129　
　　妊娠中　　248　
眼　　　217-228　
　　赤い眼　　219　225　
　　異物（ごみのかけら）　　48　218　
　　乾燥　　107　113　
　　黄色い眼　　30　172　274　328　329
　　高齢者　　323　
　　症状　　33　217　　
　　斜視　　223　
　　診察　　33　
　　新生児　　221　270　379　392　
　　ハンセン病　　192　
眼オンコセルカ症　　227-228　378　
メジナ虫症　　406-407　
滅菌　　426　
　　器具　　74　401　
　　注射器　　69　72　74　
　　包帯　　87　
メニエル病　　327　
めまい　　107　327　359　363　379　
面ぽう　　211　426　
模型　　w22　
物語　　w23　
ものもらい　　224　426　
モンゴリズム　　318　426　
問診　　29　44　
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や
薬剤師　　338　
薬草　　12-13　427　
薬草茶　　1　8　
薬品熱傷
　　眼　　219　
薬物乱用　　399　401　416-417　　
　　ハンセン病　　192　
　　眼　　219　
やぶにらみ　　223　
夜盲症　　113　226-227　337　
有効期限　　332　427　
有毒な
　　かみ傷　　104-106　
　　植物　　204　
輸血　　401　
ユニット　　60　
要求　　w8-w12　
葉酸　　118　321　393　427　
幼児頭痂皮　　215　
妖術　　5　24　
ヨード添加塩　　130　318　
用品
　　救急箱　　334　336　
　　出産　　254-255　
羊膜　　256　258　259-260　427　
ヨーグルト　　57　232　242　
抑止薬　　427　
　　咳　　52　384　
翼状片　　　224　427　
よこね　　　238　403　427　
予防医学　　w17　17　131-150　
　　寄生虫　　140-146　
　　公衆衛生　　137-139　
　　性感染症　　239　401-403　
　　清潔　　131-136　
　　病気　　108　148-150　242　326　
　　予防接種　147　
予防接種　　147

ら
卵管結さつ　　293　
卵巣のう胞　　　36　280　
リーシュマニア　　406　
リズム法　　285　291-292　
リットル　　61　427　
流 産　　246　249　266　281　414　427

　
リウマチ性関節炎　　324　

リウマチ熱　　27　310　
緑内障　　33　222　323　
輪作　　w13　115　117　427　
淋病　　221　236-237　255　360　
リンパ節　　427　　
　　AIDS　　400　
　　疥癬　　199　200　
　　胸部がん　　279　
　　結核　　212　
　　症状　　194　
　　鼠径部　　238　403　　
　　膿瘍　　202　
　　発疹チフス　　190　
　　腫れ　　88　317　427
　　風疹　　312　
　　ブルセラ症　　188　
涙嚢
　　感染　　217　223
涙嚢炎　　223　
レプラ　　10　25　191-192　206　337
　　　　　363-365
レプラ反応　　191　364　
連鎖球菌咽喉炎　　310　
肋骨
　　骨折　　99　
濾胞　　220　

わ
わき腹
　　痛み　　22　
ワクチン　　19　147　180　250　296　321
　　　　　　337　405
湾曲足　　319　


