


Buku ini disusun sebagai daftar istilah teknis untuk warga negara asing yang 
mempelajari perawatan lansia dan bekerja di fasilitas perawatan lansia di Jepang. 
Mempelajari istilah teknis sangat penting untuk menguasai keterampilan perawatan 
lansia dan belajar perawatan lansia. Anda dapat memeriksa dalam bahasa ibu Anda 
arti istilah-istilah yang lazim digunakan dalam berbagai macam ujian keperawatan 
lansia dan di fasilitas perawatan lansia. Hal ini akan mempermudah pemahaman 
Anda. Selain diawasi oleh pakar di bidang kesejahteraan perawatan lansia, pemilihan 
1197 istilah yang tercantum di dalam buku ini juga dilakukan di bawah supervisi 
spesialis bahasa Jepang. Selain itu, buku ini menggunakan ilustrasi dan bagan agar 
arti istilah lebih mudah dipahami secara visual.

Kami berharap buku ini bukan hanya akan membantu para warga negara asing 
yang mempelajari perawatan lansia di Jepang dalam studi dan praktik mereka, 
melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi dan bimbingan oleh para 
pengajar di sekolah dan orang-orang di lapangan yang mengajarkan perawatan 
lansia kepada warga negara asing.

Perlu kami sampaikan bahwa buku ini disusun dengan memanfaatkan Program 
Dukungan Belajar Bahasa Jepang untuk Perawatan Lansia, program subsidi dari 
Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan.
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Daftar Istilah Teknis Kesejahteraan Perawatan Lansia untuk Warga 
Negara Asing adalah bahan ajar yang dibutuhkan warga negara asing yang 
mempelajari perawatan lansia di Jepang untuk meningkatkan pemahaman 
mereka atas istilah teknis yang penting saat mempelajari buku teks bahasa 
Jepang, membaca catatan di fasilitas perawatan lansia, dan lain-lain.

 Buku ini menyajikan berbagai istilah teknis (kosakata) yang sering 
digunakan dalam buku teks belajar perawatan lansia dan di fasilitas 
perawatan lansia.

 Istilah-istilah tersebut dibagi ke dalam 4 area dan kategori untuk 
mempermudah pemahaman kapan suatu istilah digunakan.

 Ilustrasi dan bagan disertakan di akhir setiap kategori (kelompok istilah) 
sebagaimana perlu, agar arti istilah lebih mudah dipahami secara visual.

 Di akhir buku ini, disediakan indeks dalam urutan abjad Jepang (a, i, u, e, o) 
dan urutan abjad tiap-tiap bahasa.

 Istilah-istilah dalam buku ini dilengkapi dengan fungsi pencarian istilah 
(terjemahan) dalam 10 bahasa di situs web dukungan staf perawat lansia 
internasional “Nihongo wo Manabou” (https://aft.kaigo-nihongo.jp/rpv/) , 
serta telah ditambahkan fungsi audio (audio bahasa Jepang).

Cara Menggunakan Buku Ini



Manusia dan Masyarakat

2

IADL ( ⇒  Aktivitas Instrumental Kehidupan Sehari-

hari)

outreach, mengulurkan bantuan

aktivitas

advokasi (⇒  perlindungan hak)

dukungan pengambilan keputusan

bantuan parsial

perawatan informal

Falsafah dan Konsep



3

kesejahteraan

ADL (⇒  Aktivitas Kehidupan Sehari-hari)

pemberdayaan

nilai-nilai

rumah tangga

hak asasi manusia

QOL (⇒  kualitas hidup)

bantuan bersama

4

masyarakat simbiosis

pelanggaran hak

perlindungan hak (⇒  advokasi)

kesejahteraan publik

bantuan publik

bantuan timbal balik

stereotip

personalisasi

perawatan individu



5

kapasitas residu

penentuan nasib sendiri

aktualisasi diri

swadaya

sumber daya sosial

hambatan sosial

Aktivitas Instrumental Kehidupan Sehari-hari

( ⇒  IADL)

kerahasiaan, kewajiban kerahasiaan

etika profesional

6

kemandirian

otonom

dukungan kemandirian

hak asasi manusia

hubungan saling percaya (⇒  rapport)

strength

kualitas hidup (⇒  QOL)

riwayat hidup ( ⇒  life history)



7

hak untuk hidup

bioetika

perawatan diri

bantuan total

holistik

inklusi sosial

martabat

kesejahteraan masyarakat

perawatan komprehensif berbasis komunitas

8

Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (⇒  ADL)

normalisasi

bebas hambatan

kemampuan penilaian

menjaga kerahasiaan

standardisasi

perawatan formal

kesehatan mental



9

desain universal

siklus kehidupan

life history ( ⇒  riwayat hidup)

rapport (⇒  hubungan saling percaya)

kepentingan

rehabilitasi

pengguna sebagai pelaku utama

etika

10

kode etik

perawatan istirahat (respite care)

keseimbangan kerja-kehidupan



11

Kondisi

keluarga inti

depopulasi

harapan hidup sehat

penuaan

masyarakat menua

rumah tangga lansia

belajar sepanjang hayat

penurunan angka kelahiran

karyawan tetap

12

rumah tangga

rumah tangga tunggal

masyarakat sangat menua

urbanisasi

karyawan tidak tetap

harapan hidup rata-rata



13

Sistem

asuransi kesehatan

tanggungan sesuai manfaat

tanggungan sesuai kemampuan

pengabaian perawatan lansia (⇒  neglect)

asuransi perawatan lansia

pencegahan perawatan lansia

pendapatan disposabel

keluarga

(lihat hlm. 21)

(lihat hlm. 21)

14

kekerasan

administrasi

manfaat uang (⇒  manfaat tunai)

penyelesaian keluhan

negara, pemerintah pusat

kontrak

manfaat tunai (⇒  manfaat uang)

manfaat natura

(lihat hlm. 20)

(lihat hlm. 20)

(lihat hlm. 20)

(lihat hlm. 20)



15

lansia tua

tingkat fertilitas total

kesehatan masyarakat

pengekangan (⇒ 

bantuan publik

kekerasan terhadap lansia

informasi pribadi

asuransi ketenagakerjaan

diskriminasi

(lihat hlm. 22)

16

penyedia layanan

kantor bisnis

pemerintah daerah

pemerintah kota

ditunjuk

kekerasan terhadap anak

kesejahteraan sosial

perusahaan kesejahteraan sosial

asuransi sosial

jaminan sosial

(lihat hlm. 20)



17

renovasi rumah

kesejahteraan penyandang disabilitas

pendapatan

permohonan

(⇒  pengekangan)

pemberlakuan

kebijakan

lansia muda

gotong royong

(lihat hlm. 22)

18

organisasi

tindakan

subjek, orang yang memenuhi syarat

daerah, wilayah, masyarakat

pemerintah prefektur

kewajiban upaya

neglect (⇒  pengabaian perawatan lansia)

asuransi pensiun

tertanggung

(lihat hlm. 20)



19

keberatan, keluhan, ketidakpuasan

remunerasi

asuransi

manfaat asuransi

penanggung

premi asuransi

swasta

pengajuan, permintaan

asuransi kompensasi kecelakaan kerja

20

 Manfaat tunai (manfaat uang)  Manfaat natura

 Pemerintah pusat, prefektur, kota

negara 
(pemerintah 

pusat)

pemerintah 
prefektur

pemerintah 
kota



21

 Tanggungan sesuai manfaat

Sedikit tanggunganSedikit manfaatBanyak tanggunganBanyak manfaat

 Tanggungan sesuai kemampuan

Sedikit tanggunganPenghasilan rendahBanyak tanggunganPenghasilan tinggi

22

 

①   Mengikat tubuh, tangan, dan kaki 

sehingga pengguna tidak bisa bergerak.

②   Memagari tempat tidur sehingga 

pengguna tidak bisa turun sendiri.

④   Memasang sabuk penahan sehingga 

pengguna tidak bisa bangkit.

③   Mengunci kamar dan mengurung 

pengguna di dalamnya.

⑤   Meminumkan obat psikotropika 

dengan dosis berlebihan.



23

Layanan

layanan berbasis rumah

perawatan lansia berbasis rumah

layanan berbasis rumah

layanan fasilitas

layanan ambulatori

fasilitas ambulatori

layanan inap

fasilitas inap

layanan kunjungan

(lihat hlm. 24)

(lihat hlm. 24)

(lihat hlm. 24)

24

relawan

pengguna

 Layanan perawatan lansia

①  Layanan kunjungan

Kunjungan

RumahHome help service, 
dll.

②  Layanan ambulatori

Rawat jalan

Rumah Day service, dll.

③  Layanan inap

Panti wreda perawatan khusus, dll.



25

ICF ( /

aktivitas

pembatasan aktivitas

faktor lingkungan

gangguan fungsi

kondisi kesehatan

faktor individu

partisipasi

pembatasan partisipasi

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

(lihat hlm. 27)

26

struktur tubuh

fungsi hidup

interaksi

faktor penghambat

faktor pendorong

faktor latar belakang

(lihat hlm. 27)



27

 ICF (

Badan lumpuh, penurunan kekuatan 

otot, jari tidak lengkap, dll.

Aktivitas

ADL, IADL

Kondisi kesehatan

Penyakit, disabilitas, dll.

Partisipasi

Peran di tempat kerja, peran 

di tengah masyarakat, dll.

Faktor lingkungan

Lingkungan tempat tinggal, keluarga, sumber daya lokal

Faktor individu

Jenis kelamin, usia, kepribadian, nilai-nilai

28

Alat Bantu

alat pemindah

perangkat gantung alat pemindah

kasur udara

batang pegangan

bak mandi sederhana

ranjang pasien

kursi roda

aksesori kursi roda

toilet duduk

(lihat hlm. 32)

(lihat hlm. 31)



29

alat bantu mandiri

unit pengolah ekskresi otomatis

komponen pengganti pada unit pengolah ekskresi 

otomatis

bidang miring (ramp)

alat pengubah posisi

susuran

kursi roda listrik

ranjang khusus

aksesori ranjang khusus

(lihat hlm. 31)

30

alat pencegah luka baring

alat bantu mandi

detektor lansia dengan demensia yang berkeliaran

peralatan bantu

alat bantu

alat bantu jalan

tongkat bantu jalan

alat prostetik

(lihat hlm. 32)



31

Alat bantu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari asuransi perawatan lansia

Kursi roda

sandaran punggung

roda kastor

tuas angkat

rem parkir

pelek tangan

roda (roda penggerak)

pegangan

rem bantuan
sandaran lengan

dudukan

sandaran paha

sandaran kaki

Aksesori kursi roda

Ranjang khusus

Aksesori ranjang khusus Alat pencegah luka baring

Alat pengubah posisi Susuran

Bidang miring (ramp)

Penyewaan alat bantu

32

Alat bantu jalan Alat pemindah (tidak termasuk perangkat gantung)

Tongkat bantu jalan Detektor lansia dengan demensia yang berkeliaran

Perangkat pengolah ekskresi otomatis (unit utama)

Toilet duduk Bak mandi sederhana

Komponen pengganti pada unit pengolah ekskresi otomatis Perangkat gantung alat pemindah

Alat bantu mandi

Penjualan alat bantu khusus



33

Kerja Sama dengan Berbagai Profesi Lain

dokter

ahli gizi

ST (⇒  terapis wicara)

OT (⇒  terapis okupasi)

staf perawat lansia

perawat

ahli gizi terdaftar

34

kerja sama

tim perawatan

terapis wicara (⇒  ST)

terapis okupasi (⇒  OT)

dokter gigi

ahli kebersihan gigi

PT (⇒ 



35

pekerja sosial psikiatri

kolaborasi multidisipliner, kerja sama dengan 

berbagai profesi lain (⇒  perawatan tim)

perawatan tim (⇒  kolaborasi multidisipliner, kerja 

sama dengan berbagai profesi lain)

perawat kesehatan masyarakat

(⇒  PT)

kolaborasi

36

Manajemen Risiko

keamanan

alarm kebakaran

kelelahan ekstrem

bencana

jalur evakuasi

nyaris kecelakaan

pencegahan

risiko

manajemen risiko



Perawatan Lansia

38

Komunikasi

ekspresi paham

empati

menyimak

oralism (⇒  membaca gerak bibir)

komunikasi

bising

pengungkapan diri

kesadaran diri



39

penerimaan

bahasa isyarat

jarak interpersonal

diam

huruf Braille

penyelarasan

tekanan teman sebaya

membaca gerak bibir (⇒  oralism)

hubungan manusia

40

7 Prinsip Biestek

ucapan, ujaran

sikap tidak menghakimi

komunikasi tertulis

alat bantu dengar

intonasi



41

Posisi

istirahat

nyaman

duduk kursi

posisi rekumben

berbaring

posisi ortopnea

posisi ortopneik

posisi supinasi (⇒  posisi dorsal rekumben)

(lihat hlm. 44)

(lihat hlm. 43)

(lihat hlm. 43)

42

duduk

landasan penopang

titik berat

posisi semi-Fowler

posisi lateral

mengubah posisi

duduk tegak lurus

posisi dorsal rekumben (⇒  posisi supinasi)

setengah duduk (⇒  posisi Fowler)

(lihat hlm. 43)

(lihat hlm. 43)

(lihat hlm. 43)

(lihat hlm. 44)



43

posisi Fowler (⇒  setengah duduk)

posisi pronasi

mekanika tubuh

berdiri

posisi fungsional

(lihat hlm. 44)

(lihat hlm. 44)

(lihat hlm. 44)

Posisi ortopnea  Posisi supinasi (posisi dorsal rekumben)

Duduk tegak lurus  Posisi lateral

44

 Berdiri  Posisi pronasi

 Duduk kursi Setengah duduk (posisi Fowler)



45

Perawatan Lansia untuk Berpindah

beralih

berpindah

kamar

penguatan otot

undakan

berjalan dengan tongkat

terjatuh

terjerembap

garis alur

46

pintu geser

pintu ayun

perawatan kaki

gesekan

beranjak dari tempat tidur

(lihat hlm. 46)

(lihat hlm. 46)

Jenis pintu

pintu ayunpintu geser



47

Perawatan Lansia untuk Makan

gigi tiruan (⇒  gigi palsu)

perbaikan nutrisi

asupan nutrisi

deglutisi

senam deglutisi

gigi palsu (⇒  gigi tiruan)

posisi jam

pemberesan peralatan makan

(lihat hlm. 50)

48

salah telan

aspirasi

lauk utama

makanan pokok

batas kedaluwarsa (expiry date)

batas kedaluwarsa aman (best before date)

nafsu makan

bolus makanan

sup

pemisahan ruang untuk tidur dan makan



49

asupan cairan

makan

lidah kotor

mastikasi

kekentalan

penyajian makanan

makanan pendamping

lauk

50

Contoh posisi jam

Pukul 12

Pukul 6 Pukul 5

Pukul 1

Pukul 4

Pukul 3

Pukul 2

Pukul 7

Pukul 11

Pukul 8

Pukul 9

Pukul 10 Sumpitnya berada 

di posisi pukul 6.



51

Nutrisi

albumin

nutrisi, nutrien

cairan rehidrasi oral, larutan elektrolit

enzim

lipid

vitamin larut lemak

serat makanan

vitamin larut air

52

karbohidrat (⇒  gula)

protein

kurang nutrisi

elektrolit

gula (⇒  karbohidrat)

vitamin

asam amino esensial

glukosa



53

mineral (⇒  anorganik)

anorganik (⇒  mineral)

 5 makronutrien

5 
makronutrien

Vitamin

Lipid

Mineral

Gula (karbohidrat)

Protein

54

Perawatan Lansia untuk Mandi dan Merapikan Diri

berganti pakaian (⇒  bersalin pakaian)

bersalin pakaian (⇒  berganti pakaian)

perawatan rongga mulut

karang gigi, plak

serumen (⇒  kotoran telinga)

kursi mandi

mandi pancuran



55

mandi tangan

mandi seka

menata rambut

merapikan diri

mencuci muka

mencuci (pakaian)

keramas

mandi kaki

melepas pakaian

memakai pakaian

56

memakai dan melepas

bak mandi khusus

mandi

mandi setengah badan

mandi seka sebagian

kuku melengkung ke dalam

merapikan diri

kotoran telinga (⇒  serumen)



57

Perawatan Lansia untuk Ekskresi

pembersihan area genital

popok

diare

pispot sisip

postur condong ke depan

keinginan berkemih

pispot urine

pembalut dewasa

ekskresi

58

berkemih

defekasi

keinginan defekasi

pispot feses

toilet portabel

Pispot urine (untuk perempuan)  Pispot urine (untuk laki-laki)

Pispot sisip



59

 Pispot feses

 Postur ekskresi (postur condong ke depan)

60

Perawatan Lansia untuk Tidur

tidur pulas

ritme sirkadian (⇒  circadian rhythm)

somnolen

circadian rhythm (⇒  ritme sirkadian)

baju tidur

perlengkapan tidur

tidur nyenyak



61

gangguan perilaku tidur

jam biologis

terbangun di tengah-tengah

tidur non-REM

susah tidur

melatonin

tidur REM

62

Perawatan Lansia di Tahap Terminal

perencanaan perawatan lanjutan (⇒  ACP)

ACP (⇒  perencanaan perawatan lanjutan)

perawatan paliatif

perawatan duka

pandangan hidup dan mati

tahap terminal (⇒  tahap akhir hidup)



63

maut

rigor mortis

livor mortis

tahap akhir hidup (⇒  tahap terminal)

perawatan terminal

kesedihan

menunggui seseorang bertemu ajalnya

ajal

64

Proses Perawatan Lansia

penilaian (⇒  evaluasi awal)

proses perawatan lansia

rencana perawatan lansia

masalah, tantangan

mengamati, observasi

manajemen perawatan

penilaian ulang

pelaksanaan

(lihat hlm. 66)

(lihat hlm. 66)

(lihat hlm. 66)



65

evaluasi awal (⇒  penilaian)

kebutuhan

PDCA

evaluasi

pemantauan

perencanaan, penyusunan

(lihat hlm. 66)

66

 Alur dasar proses perawatan lansia

Mengumpulkan informasi tentang pengguna, dan 

menganalisis masalah kehidupan, dll.

Mengevaluasi apakah isi rencana 

perawatan lansia sesuai dengan pengguna.

(1) Penilaian

(3) Evaluasi

Menyusun isi rencana perawatan lansia 

untuk pengguna.

Melakukan perawatan lansia berdasarkan 

rencana perawatan lansia terhadap pengguna.

(2) Penyusunan rencana

(4) Pelaksanaan



67

Pengendalian Infeksi

pencegahan primer

limbah medis

infeksi nosokomial

infeksi virus

berkumur (⇒  mencuci mulut)

isolasi

pergantian udara

jalur infeksi

68

sumber infeksi

penyakit menular, penyakit infeksi

langkah penanganan penyakit menular

pencegahan infeksi

mencuci mulut (⇒  berkumur)

infeksi udara

infeksi oral

infeksi darah

sterilisasi

(lihat hlm. 71)



69

disinfeksi rebus

inang

disinfeksi

larutan antiseptik, disinfektan

standard precautions ( ⇒  kewaspadaan standar)

infeksi kontak

sarung tangan sekali pakai (⇒  sarung tangan pakai 

buang)

(lihat hlm. 71)

70

sarung tangan pakai buang (⇒  sarung tangan sekali 

pakai)

infeksi sekunder

infeksi droplet

kewaspadaan standar ( ⇒  standard precautions)

sterilisasi

kekebalan tubuh

vaksinasi

(lihat hlm. 71)



71

 Jenis jalur infeksi

Infeksi droplet Infeksi udara

Tuberkulosis, campak, dll.

Infeksi kontak

Norovirus, O157, dll.

72

Catatan

eco-map

catatan

fakta objektif

genogram

laporan kecelakaan

fakta subjektif

gaya naratif

gaya verbatim

face sheet, lembar data individu



Mekanisme Mental dan 
Tubuh

74

lingkaran setan

ganas

abnormalitas

perawatan medis

informed consent

komplikasi

lambat

riwayat penyakit

Perawatan Medis



75

riwayat kesehatan

akut

perubahan mendadak

penyakit kausatif

pengukuran suhu

acquired

perbedaan antar-individu

gejala subjektif

76

keluhan utama

gejala

resep

stres

asupan

ortosis

variasi diurnal



77

tanda-tanda vital

kesadaran akan penyakit

kondisi penyakit

suhu normal

kronis

prognosis

jinak

pemulihan

78

Struktur Tubuh

tendon Achilles

kura-kura kaki (⇒ punggung kaki)

pangkal kaki (⇒ pangkal paha)

lambung

faring

area genital

bilik kanan

serambi kanan



79

⇒ bawah pangkal lengan)

medula oblongata

diafragma

kanal auditori eksternal

hipokampus

keratin

kornea

ekstremitas bawah

kelenjar pituitari (⇒

 (lihat hlm. 90)

 (lihat hlm. 90)

80

tubuh bawah

arteri koroner (⇒ koroner)

sendi

kelenjar keringat

hati

koroner (⇒ arteri koroner)

diensefalon

trakea

saluran pernapasan



81

pons

toraks

dada

bibir (⇒ labia)

arteri karotis

leher

pembuluh darah

82

rongga mulut

leher posterior

labia (⇒ bibir)

laring

epiglotis

lobus oksipital

anus

sendi panggul

tulang rangka



83

otot rangka

sumsum tulang

gendang telinga

bilik kiri

serambi kiri

hipotalamus

lidah

palmar (⇒ telapak tangan)

ekstremitas atas

 (lihat hlm. 90)

84

usus halus

otak kecil

tubuh atas

vena

tulang lengan atas (humerus)

esofagus

jantung

ginjal

lensa mata

pankreas

 (lihat hlm. 90)



85

tulang tengkorak (kranium)

medula spinalis

koluma vertebra (⇒ tulang belakang)

tulang belakang (⇒ koluma vertebra)

lobus frontal

kelenjar prostat

lobus temporal

86

punggung kaki (⇒ kura-kura kaki)

pangkal paha (⇒ pangkal kaki)

usus besar

otak besar

korteks serebral

sistem limbik

pubis

sendi siku



87

telinga tengah

rektum

telapak tangan (⇒ palmar)

pantat

pupil

arteri radialis

lobus parietal

arteri

telinga dalam

 (lihat hlm. 90)

 (lihat hlm. 90)

 (lihat hlm. 90)

88

ureter

uretra

⇒ kelenjar pituitari)

batang otak

punggung

jaringan subkutan

rongga hidung

dahi

kulit



89

kelenjar adrenal

abdomen

kandung kemih

tulang pinggang (lumbar)

tulang rusuk (kostal)

bawah pangkal lengan (⇒

90

Struktur telinga dan jenis tuli

saraf vestibular
kanalis semisirkularis

osikel auditoridaun telinga

kanal auditori 
eksternal

kokleasaluran 
Eustachi

otak

telinga luar telinga tengah telinga dalam saraf 
pendengaran otak

gendang telinga

saraf koklea

Tuli konduktif Tuli sensorineural

suara

Struktur mata

fovea sentralis di makul

saraf optik

retina

kornea

lensa mata

pupil

badan bening (vitreous)



91

Fungsi Fisik

kekuatan genggaman

reaksi alergi

SpO2 (⇒ saturasi oksigen dalam darah)

bangun

tekanan darah diastolik (⇒ tekanan darah minimal)

tekanan okular (⇒ tekanan intraokular)

92

organ sensorik

rentang gerak sendi

tekanan intraokular (⇒ tekanan okular)

metabolisme basal

indra penciuman

pernapasan dada

tekanan darah

sirkulasi darah



93

saturasi oksigen dalam darah (⇒ SpO2)

kadar gula darah

saraf simpatik

kekonstanan (⇒ homeostasis)

organ pernapasan

kepadatan tulang

tekanan darah maksimal (⇒ tekanan darah sistolik)

tekanan darah minimal (⇒ tekanan darah diastolik)

2

94

indra penglihatan

tekanan darah sistolik (⇒ tekanan darah maksimal)

pencernaan

saluran pencernaan

organ pencernaan

indra peraba

saraf otonom

daya penglihatan



95

metabolisme

gerakan volunter

saraf spinal

gerakan peristaltik

organ

cairan tubuh

metabolisme

persepsi

96

saraf pusat

indra pendengaran

saraf pendengaran

daya pendengaran

organ endokrin

fungsi kognitif

saraf kranial

kapasitas paru

sebum



97

organ urinaria

kehilangan cairan transepidermal

tekanan abdomen

saraf parasimpatik

pernapasan perut

gerakan involunter

sekresi

sensasi keseimbangan

homeostasis (⇒ kekonstanan)

98

hormon

saraf tepi

indra pengecap

kuncup pengecap

denyut nadi

pembuluh limfa

presbiopi (⇒ mata tua)

mata tua (⇒ presbiopi)



99

produk limbah

100

Penyakit dan Trauma

artritis reumatoid ganas

neoplasma ganas (⇒ kanker)

ulkus lambung

serangan iskemik transien

ileus (⇒ obstruksi usus)

depresi

skabies



101

kanker (⇒ neoplasma ganas)

hepatitis

sirosis

artritis reumatoid

angina pektoris (⇒ penyakit jantung iskemik)

penyakit jantung iskemik (⇒
miokard)

 (lihat hlm. 112)

102

hemorrhagia subaraknoid

tuberkulosis

hipertensi

hiperlipidemia (⇒ dislipidemia)

stomatitis

hiperurisemia (⇒ asam urat)

pneumonia aspirasi

 (lihat hlm. 113)



103

fraktur

osteoporosis

COPD (⇒ penyakit paru obstruktif kronis)

penyakit autoimun

dislipidemia (⇒ hiperlipidemia)

penyakit periodontal (⇒ piorrea alveolar)

piorrea alveolar (penyakit periodontal)

104

eksim

sindrom Shy-Drager

tumor

trombus vena

dekubitus (⇒ luka baring)

keracunan makanan

hipokondria

infark miokard (⇒ penyakit jantung iskemik)

 (lihat hlm. 112)



105

penyakit kardiovaskular

penyakit psikosomatis

sindrom apnea tidur

gangguan tidur

penyakit gaya hidup

penyakit menular seksual

degenerasi spinoserebelar

stenosis kanal spinalis

fraktur kompresi vertebra

 (lihat hlm. 112)

 (lihat hlm. 113)

106

asma

depresi manik

herpes zoster

fraktur leher femur

memar

obstruksi usus (⇒ ileus)

hernia nukleus pulposus

 (lihat hlm. 113)



107

asam urat (⇒ hiperurisemia)

hipotensi

diabetes

neuropati diabetik

nefropati diabetik

retinopati diabetik

arteriosklerosis

luka baring (⇒ dekubitus)

108

penyakit yang sulit disembuhkan

ureterolitiasis

sengatan panas

luka terbakar (⇒ luka bakar)

terkilir

penyakit serebrovaskular

cedera serebrovaskular

trombus serebral

 (lihat hlm. 113)



109

trombosis serebral

infark serebral

kematian otak

hemorrhagia intrakranial (⇒ perdarahan 

intraserebral)

perdarahan intraserebral (⇒ hemorrhagia 

intrakranial)

penyakit Parkinson

pneumonia

 (lihat hlm. 113)

 (lihat hlm. 113)

110

tuberkulosis paru

katarak

eksim asteatotik

anemia

arteriosklerosis obliterans

penyakit Bechet

penyakit Bechet

gangguan gaya berjalan



111

penyakit paru obstruktif kronis (⇒ COPD)

karies

sindrom kaki gelisah (⇒ sindrom restless legs)

sindrom metabolik

luka bakar (⇒ luka terbakar)

glaukoma

112

sindrom restless legs (⇒ sindrom kaki gelisah)

pruritus senilis

Penyakit kardiovaskular

Angina pektoris

 (pembuluh darah menyempit)

Infark miokard

 (pembuluh darah tersumbat)



113

 Lokasi yang sering mengalami fraktur pada lansia

tulang punggung
 (vertebra)

leher femur

tulang lengan atas (humerus)

tulang pengumpil (radius)

Penyakit serebrovaskular

Pembuluh darah otak tersumbat Pembuluh darah otak pecah

tulang tengkorak (kranium)

araknoid

hemorrhagia subaraknoidinfark serebral

perdarahan intraserebral

114

Gejala dan Patologi

inkontinensia urine luapan

gejala negatif

nekrosis

bungkuk

nausea (⇒ mual)

 (lihat hlm. 129)



115

muntah

menggigil

tusis (⇒ batuk)

ulkus

pernapasan rahang bawah

hiperpnea

makan berlebih

116

pernapasan bahu

nanah

gatal (⇒ pruritus)

klaudikasio intermiten

rheum (⇒ kotoran mata)

inkontinensia urine fungsional

 (lihat hlm. 129)



117

papula

nyeri dada

penolakan makan

hipotensi ortostatik

kekakuan otot

penurunan kekuatan otot

kejang

melena

118

halusinasi

halusinasi visual

penat

halusinasi auditori

merasa haus

hipertensi

hiperglikemia

kontraktur



119

kesulitan bernapas

koma

kencing tidak tuntas

tindakan menyakiti diri sendiri

inkontinensia

telinga berdenging (⇒ tinitus)

120

anoreksia

neuralgia

eksudat

tremor (⇒ gemetar)

gagal jantung

gagal ginjal

bulosa (⇒ lepuh)



121

sakit kepala

kaki yang digeserkan

jernih

batuk (⇒ tusis)

glosoptosis

inkontinensia urine urgensi

kaki ekuinus

desis

 (lihat hlm. 129)

122

pruritus (⇒ gatal)

polidipsia

poliuria

borok (⇒ erosi)

dehidrasi

prolapsus ani

dahak

sianosis



123

pernapasan Cheyne-Stokes

tanda tercekik

hipotensi

hipoglikemia

epilepsi

 (lihat hlm. 130)

124

perdarahan dalam

gangguan mulai tidur

inkontinensia urine

retensi urine

sindrom disuse

mual (⇒ nausea)

pelepasan

demam



125

epistaksis (⇒ pendarahan hidung)

kejutan panas

delusi persekusi

pendarahan hidung (⇒ epistaksis)

erosi (⇒ borok)

polakiuria

 (lihat hlm. 129)

126

takikardia

inkontinensia urine stres

asites

sakit perut

edema (⇒ pembengkakan)

aritmia

malaise umum

gemetar (⇒ tremor)

 (lihat hlm. 129)



127

ringkih (frail)

inkontinensia fekal

konstipasi

oliguria

serangan

ruam

kemerahan

lepuh (⇒ bulosa)

tinitus (⇒ telinga berdenging)

128

pembengkakan (⇒ edema)

apnea

tersedak

dada terbakar

pusing

kotoran mata (⇒ rheum)

delusi

ablasi retina

resistensi obat



129

rabun senja

gejala positif

sakit pinggang

keringat dingin

Jenis inkontinensia urine

 (1) Inkontinensia urine luapan

 (2) Inkontinensia urine fungsional

 (3) Inkontinensia urine urgensi

 (5) Inkontinensia urine stres

130

Tanda tercekik



131

tindakan medis

ileostomi (⇒ stoma ileum)

⇒ PEG)

obat-obatan

insulin (⇒ hormon insulin)

suntikan insulin

 (lihat hlm. 137)

Pengobatan dan Penanganan

132

hormon insulin (⇒ insulin)

urostoma (⇒ kandung kemih buatan)

nutrisi

AED (⇒

pengobatan untuk memperpanjang hidup

pertolongan pertama

stoma ileum (ileostomi)



133

aspirasi sputum

latihan rentang gerak sendi (⇒ ROM)

trakeotomi

prostesis

pelatihan fungsional

tekanan penyedotan

tindakan untuk menyelamatkan nyawa

kompresi tulang dada

pemberian makanan melalui selang

134

pemberian makanan melalui selang nasogastrik

obat antidepresan

aspirasi sputum intraoral

obat antipsikotik

obat psikotropika

terapi oksigen di rumah (⇒ HOT)

inhalasi oksigen

hemostasis

⇒ AED)



135

stoma gastrointestinal (⇒ anus buatan)

anus buatan (⇒ stoma gastrointestinal)

pernapasan buatan

dialisis

kandung kemih buatan (⇒ urostoma)

resusitasi kardiopulmonari

steroid (⇒ kortikosteroid adrenal)

136

makanan terapeutik

ekstraksi feses

infus intravena (⇒ suntikan infus)

suntikan infus (⇒ infus intravena)

kateterisasi uretra

aspirasi sputum intranasal

kortikosteroid adrenal (⇒ steroid)

 (lihat hlm. 137)



137

PEG (⇒

HOT (⇒ terapi oksigen di rumah)

makanan cair

ROM (⇒ latihan rentang gerak sendi)

138

Pengobatan dan Obat

obat luar

obat cuci perut (⇒ obat pencahar)

enema

obat pencahar (⇒ obat cuci perut)

salah obat

supositoria

 (obat) kompres

tablet



139

obat tidur

tablet sublingual

penempelan

 (obat) tetes mata

 (obat) tetes hidung

obat oral (⇒ obat dalam)

140

obat dalam (⇒ obat oral)

salep

efek samping

minum obat

mengonsumsi obat



141

Demensia

demensia tipe Alzheimer

kesadaran berkabut

gangguan kesadaran

pengumpulan benda asing (⇒ kebiasaan 

mengumpulkan/kebiasaan menimbun)

MCI (⇒ gangguan kognitif ringan)

gangguan memori

 (lihat hlm. 146)

142

penyakit Creutzfeldt-Jakob

gangguan kognitif ringan (⇒ MCI)

demensia vaskular

disorientasi (⇒ kebingungan)

pikun (⇒ pelupa)

gejala perilaku dan mental demensia (⇒ BPSD)

hematoma subdural (⇒ hematoma subdural kronis)

 (lihat hlm. 146)

 (lihat hlm. 146)



143

cerita buatan

kebingungan (⇒ disorientasi)

afasia

apraksia

disfungsi eksekutif

ataksia

agnosia

demensia usia muda

kebiasaan mengumpulkan/kebiasaan menimbun

(⇒ pengumpulan benda asing)

 (lihat hlm. 146)

 (lihat hlm. 146)

144

gejala periferal

perilaku stereotip

hidrosefalus tekanan normal

demensia frontotemporal

delirium

gejala inti

siang-malam terbalik

demensia

person-centered care

 (lihat hlm. 146)



145

berkeliaran

BPSD (⇒ gejala perilaku dan mental demensia)

perilaku jorok

hematoma subdural kronis (⇒ hematoma subdural)

pelupa (⇒ pikun)

depresi

demensia dengan badan Lewy

 (lihat hlm. 146)

 (lihat hlm. 146)

146

Gejala inti serta gejala perilaku dan mental demensia (BPSD)

Gejala perilaku dan mental juga disebut gejala periferal.

S
el otak m

ati

Kepribadian dan pembawaan
Kondisi lingkungan dan mental

Gangguan memori

Disfungsi eksekutif

Disorientasi

Gangguan kemampuan 

Lainnya

Kekhawatiran dan ketidaksabaran

Perilaku emosional dan agresif

Halusinasi dan delusi

Berkeliaran

Lainnya

Gejala perilaku dan mental demensia (BPSD)Gejala inti

memahami dan menilai



147

Disabilitas

sindrom Asperger

kecanduan alkohol

afasia Wernicke (⇒ afasia sensorik)

disfungsi motorik

afasia motorik (⇒ afasia Broca)

AIDS (⇒ )

148

ALS (⇒

ADHD ( ⇒ gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas)

LD (⇒ gangguan belajar)

ostomate

gangguan belajar (⇒ LD)

tuli sensorineural



149

afasia sensorik (⇒ afasia Wernicke)

inkontinensia emosional

gagap (⇒ terbata-bata)

gangguan suasana hati

gangguan perilaku berat

 
⇒ ALS)

gangguan (fungsi) bahasa

150

disartria

gangguan fungsi otak yang lebih tinggi

 (⇒ AIDS)

gangguan perkembangan pervasif

gangguan penglihatan

kelompok swadaya (⇒ kelompok swabantu)

afasia

 (lihat hlm. 156)



151

kebutaan

gangguan spektrum autisme

penyempitan bidang pandang

ambliopia (⇒ mata malas)

cacat bidang pandang

gangguan kepribadian (⇒ personality disorder)

disfungsi ginjal

disfungsi jantung

 (lihat hlm. 156)

 (lihat hlm. 156)

152

gangguan stres pascatrauma (⇒ PTSD)

gangguan mental

trauma medula spinalis

gangguan makan

kelompok swabantu (⇒ kelompok swadaya)

buta total

gangguan bipolar



153

gangguan fungsi batang tubuh

sindrom Down

disinhibisi

gangguan intelektual

gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas 

(⇒ ADHD)

skotoma sentral

gangguan pendengaran

tunaganda

disfungsi rektum

 (lihat hlm. 156)

154

tuli konduktif

skizofrenia

terbata-bata (⇒ gagap)

tuli

lumpuh otak

personality disorder (⇒ gangguan kepribadian)

gangguan perkembangan

gangguan panik

hemiagnosia

 (lihat hlm. 156)



155

konseling sebaya

PTSD (⇒ gangguan stres pascatrauma)

afasia Broca (⇒ afasia motorik)

gangguan keseimbangan

tunanetra-tunarungu

tuli

mata malas (⇒ ambliopia)

156

Pandangan orang dengan gangguan penglihatan

Penyempitan bidang pandang HemiagnosiaSkotoma sentral/cacat bidang pandang



157

Kelumpuhan

kelumpuhan motorik

hemiplegia

kelumpuhan sensorik

sisi sakit

sisi sehat

kelumpuhan total

kelumpuhan satu tungkai

paraplegia

158

kelumpuhan separuh badan

kelumpuhan tidak sempurna ( ⇒ kelumpuhan tidak 

lengkap)

kelumpuhan tidak lengkap ( ⇒ kelumpuhan tidak 

sempurna)

kelumpuhan

Jenis kelumpuhan

Hemiplegia Kelumpuhan satu tungkai Paraplegia
kelumpuhan ekstremitas



159

Penularan

virus

HIV (⇒ )

MRSA ( ⇒ methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus)

O157 (⇒ enterohemorrhagic E. coli)

160

infeksi Campylobacter

bakteri

Salmonella

Escherichia coli

enterohemorrhagic E. coli (⇒ O157)

infeksi saluran kemih

norovirus

infeksi norovirus



161

 (⇒ HIV)

patogen

infeksi oportunistik

carrier

methicillin-resistant Staphylococcus aureus

(⇒ MRSA)

162

Psikologi

kelekatan (⇒ keterikatan)

identitas

keterikatan (⇒ kelekatan)

kebutuhan akan rasa aman

ketergantungan

memori semantik

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)



163

memori episodik

kebutuhan dasar

memori sensorik

menghafal

motivasi kekurangan

mengingat kembali (⇒ memanggil)

memori kerja (⇒ working memory)

kebutuhan akan aktualisasi diri

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

164

kebutuhan sosial

rasa frustasi

kebutuhan akan penghargaan

kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang

motivasi perkembangan

memanggil (⇒ mengingat kembali)

rasa kehilangan

pengalaman kehilangan

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)



165

regresi

memori jangka pendek

memori jangka panjang

memori deklaratif

mekanisme adaptif

memori prosedural

motivasi

burnout

memori non-deklaratif

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

 (lihat hlm. 167)

166

menyimpan

rasa tidak berdaya

kebutuhan

hierarki kebutuhan

frustrasi

working memory (⇒ memori kerja)

 (lihat hlm. 167)



167

Hierarki kebutuhan Maslow

Kebutuhan akan 
aktualisasi diri

Kebutuhan akan rasa aman

Kebutuhan akan rasa 
memiliki dan kasih sayang

Kebutuhan akan 
penghargaan Kebutuhan sosial

Kebutuhan dasar

Motivasi perkembangan

Motivasi kekurangan

Proses perekaman memori

Menghafal
 (mengingat hal baru)

Menyimpan
 (terus menyimpan informasi)

Memanggil
 (mengeluarkan informasi)

Jenis memori

Memori jangka pendek

Memori sementara

Memori jangka panjang

Memori yang disimpan 

dalam jangka panjang

Memori episodik
Memori tentang 

pengalaman dan kenangan

Memori semantik Memori tentang pengetahuan

Memori priming
Memori yang diingat tanpa 

disadari

Memori prosedural
Memori yang diingat oleh 

tubuh

168

Peralatan dan Perlengkapan Medis

irrigator

kanula trakea

aspirator

kanula oksigen

konsentrator oksigen

tabung oksigen



169

termometer

pulse oximeter

alat pacu jantung

kateter tetap



Lainnya

172

penafsiran

seragam

pengangkatan

kontraindikasi

pengurangan

minor

pancaindra



173

multi-sisi

sewajarnya

anonim

kemampuan

sering

degenerasi

transformasi

waktu senggang

174

represi

penghambatan



175

A

abdomen   89

ablasi retina   128

abnormalitas   74

ACP   62

   150

ADHD   148

ADL   3

administrasi   14

advokasi   2

AED   132

afasia   143, 150

afasia Broca   155

afasia motorik   147

afasia sensorik   149

afasia Wernicke   147

agnosia   143

ahli gizi   33

ahli gizi terdaftar   33

ahli kebersihan gigi   34

AIDS   147

ajal   63

aksesori kursi roda   28

aksesori ranjang khusus   29

aksila, ketiak   79

aktivitas   2, 25

Aktivitas Instrumental Kehidupan Sehari-hari   5

Aktivitas Kehidupan Sehari-hari   8

aktualisasi diri   5

akut   75

alarm kebakaran   36

alat bantu   30

alat bantu dengar   40

alat bantu jalan   30

alat bantu mandi   30

alat bantu mandiri   29

alat pacu jantung   169

alat pemindah   28

alat pencegah luka baring   30

alat pengubah posisi   29

alat prostetik   30

albumin   51

ALS   148

ambliopia   151

  139

anemia   110

angina pektoris   101

anonim   173

anoreksia   120

anorganik   53

anus   82

anus buatan   135

apnea   128

apraksia   143

area genital   78

aritmia   126

arteri   87

arteri karotis   81

arteri koroner   80

arteri radialis   87

arteriosklerosis   107

arteriosklerosis obliterans   110

artritis reumatoid   101

artritis reumatoid ganas   100

artrogriposis, kontraktor sendi   116

asam amino esensial   52

Indeks

176

asam urat   107

  123

asites   126

asma   106

aspirasi   48

aspirasi sputum   133

aspirasi sputum intranasal   136

aspirasi sputum intraoral   134

aspirator   168

asupan   76

asupan cairan   49

asupan nutrisi   47

asuransi   19

asuransi kesehatan   13

asuransi ketenagakerjaan   15

asuransi kompensasi kecelakaan kerja   19

asuransi pensiun   18

asuransi perawatan lansia   13

asuransi sosial   16

ataksia   143

  114

B

  39

baju tidur   60

bak mandi khusus   56

bak mandi sederhana   28

bakteri   160

  69

bangun   91

bantuan bersama   3

bantuan parsial   2

bantuan publik   4

bantuan publik   15

bantuan timbal balik   4

bantuan total   7

batang otak   88

batang pegangan   28

batas kedaluwarsa ( )   48

batas kedaluwarsa aman (best before date)   48

batuk   121

bawaan, kongenital   76

bawah pangkal lengan   89

bebas hambatan   8

  11

bencana   36

bengkak, pembesaran   120

beralih   45

beranjak dari tempat tidur   46

berbaring   41

berdiri   43

berganti pakaian   54

berjalan dengan langkah kecil, brakibasia   119

berjalan dengan tongkat   45

berkeliaran   145

berkemih   58

berkumur   67

berpindah   45

bersalin pakaian   54

bertambah, meningkat   119

bibir   81

bidang miring (ramp)   29

bilik kanan   78

bilik kiri   83

bioetika   7

bising   38

bolus makanan   48

borok   122

BPSD   145

bulosa   120
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bungkuk   114

burnout   165

buta total   152

C

cacat bidang pandang   151

  150

  152

cairan rehidrasi oral, larutan elektrolit   51

cairan tubuh   95

cantengan, kuku tumbuh ke dalam   101

catatan   72

cedera serebrovaskular   108

cerita buatan   143

   60

   14

COPD   103

D

dada   81

dada terbakar   128

  18

dahak   122

dahi   88

  96

  94

defekasi   58

  134

  75

degenerasi   173

degenerasi spinoserebelar   105

deglutisi   47

dehidrasi   122

dekubitus   104

delirium   144

delusi   128

delusi persekusi   125

demam   124

demensia   144

  145

demensia frontotemporal   144

demensia tipe Alzheimer   141

demensia usia muda   143

demensia vaskular   142

  98

depopulasi   11

depresi   114, 145

depresi manik   106

  110

desain universal   9

desis   121

berkeliaran   30

diabetes   107

diafragma   79

dialisis   135

diam   39

diare   57

didapat, acquired   75

diensefalon   80

disartria   150

disfagia, gangguan menelan   148

disfungsi eksekutif   143

disfungsi ginjal   151

disfungsi jantung   151

disfungsi motorik   147

disfungsi rektum   153

disinfeksi   69

disinfeksi rebus   69

disinhibisi   153
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diskriminasi   15

dislipidemia   103

disorientasi   142, 143

  149

ditunjuk   16

dokter   33

dokter gigi   34

duduk   42

duduk kursi   41

duduk tegak lurus   42

dukungan kemandirian   6

dukungan pengambilan keputusan   2

E

eco-map   72

edema   126

efek samping   140

eksim   104

eksim asteatotik   110

ekskresi   57

ekspresi paham   38

ekstensi, perpanjangan   95

ekstraksi feses   136

ekstremitas atas   83

ekstremitas bawah   79

eksudat   120

elektrolit   52

  109

empati   38

enema   138

enterohemorrhagic E. coli   160

enzim   51

epidermolisis, pengelupasan kulit   125

epiglotis   82

epilepsi   123

epistaksis   125

erosi   125

Escherichia coli   160

  101

esofagus   84

etika   9

etika profesional   5

evaluasi   65

evaluasi awal   65

F

face sheet, lembar data individu   72

fakta objektif   72

fakta subjektif   72

faktor individu   25

faktor latar belakang   26

faktor lingkungan   25

faktor pendorong   26

faktor penghambat   26

faring   78

fasilitas ambulatori   23

fasilitas inap   23

festinasi, berjalan dengan langkah cepat   115

  131

  92

fraktur   103

fraktur kompresi vertebra   105

fraktur leher femur   106

frekuensi, sering   173

frustrasi   166

fungsi hidup   26

fungsi kognitif   96

  25
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G

gagal ginjal   120

gagal jantung   120

gagap   149

ganas   74

gangguan (fungsi) bahasa   149

gangguan belajar   148

gangguan bipolar   152

gangguan fungsi   25

gangguan fungsi batang tubuh   153

  150

  110

gangguan intelektual   153

gangguan kepribadian   151

gangguan kesadaran   141

gangguan keseimbangan   155

gangguan kognitif ringan   142

gangguan makan   152

gangguan memori   141

gangguan mental   152

gangguan mulai tidur   124

gangguan panik   154

gangguan pemusatan perhatian dan 

hiperaktivitas   153

gangguan pendengaran   153

gangguan penglihatan   150

gangguan perilaku berat   149

gangguan perilaku tidur   61

gangguan perkembangan   154

gangguan perkembangan pervasif   150

gangguan spektrum autisme   151

gangguan stres pascatrauma   152

gangguan suasana hati   149

gangguan tidur   105

garis alur   45

gatal   116

  72

  72

gejala   76

gejala inti   144

gejala negatif   114

gejala periferal   144

gejala perilaku dan mental   142

gejala positif   129

gejala subjektif   75

gelisah, tidak tenang   145

gemetar   126

gendang telinga   83

genetis, bawaan   91

genogram   72

gerakan involunter   97

gerakan peristaltik   95

gerakan volunter   95

gesekan   46

gigi palsu   47

gigi tiruan   47

ginjal   84

glaukoma   111

glosoptosis   121

glukosa   52

  17

gula   52

H

hak asasi manusia   3

hak asasi manusia   6

hak untuk hidup   7

halitosis, bau napas   118

halusinasi   118

halusinasi auditori   118
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halusinasi visual   118

hambatan sosial   5

harapan hidup rata-rata   12

harapan hidup sehat   11

hati   80

hematemesis, muntah darah   123

hematoma subdural   142

hematoma subdural kronis   145

hematuria, kencing berdarah   118

hemiagnosia   154

hemiplegia   157

hemoptisis, batuk darah   116

hemorrhagia intrakranial   109

hemorrhagia subaraknoid   102

hemostasis   134

hepatitis   101

hernia nukleus pulposus   106

herpes zoster   106

hidrosefalus tekanan normal   144

hierarki kebutuhan   166

hiperglikemia   118

hiperlipidemia   102

hiperpnea   115

hipertensi   102, 118

  106

hiperurisemia   102

  88

hipoglikemia   123

hipokampus   79

hipokondria   104

hipotalamus   83

hipotensi   107, 123

hipotensi ortostatik   117

HIV   159

holistik   7

homeostasis   97

hormon   98

HOT   137

hubungan manusia   39

  6

   161

huruf Braille   39

I

IADL   2

identitas   162

  114

ileostomi   131

ileus   100

  172

inang   69

indra penciuman   92

indra pendengaran   96

indra pengecap   98

indra penglihatan   94

indra peraba   94

Infark miokard   104

infark serebral   109

  160

infeksi darah   68

infeksi diam, infeksi subklinis   161

infeksi droplet   70

infeksi kontak   69

infeksi norovirus   160

infeksi nosokomial   67

infeksi oportunistik   161

infeksi oral   68

infeksi saluran kemih   160

infeksi sekunder   70

infeksi udara   68
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infeksi virus   67

  114

  159

informasi pribadi   15

informed consent   74

infus intravena   136

inhalasi oksigen   134

inklusi sosial   7

inkontinensia   119

inkontinensia emosional   149

inkontinensia fekal   127

inkontinensia urine   124

inkontinensia urine fungsional   116

inkontinensia urine luapan   114

  125

inkontinensia urine stres   126

inkontinensia urine urgensi   121

insulin   131, 132

interaksi   26

intonasi   40

irrigator   168

isolasi   67

istirahat   41

J

jalur evakuasi   36

jalur infeksi   67

jam biologis   61

jaminan sosial   16

jantung   84

jarak interpersonal   39

jaringan subkutan   88

jernih   121

jinak   77

K

kadar gula darah   93

kaki ekuinus   121

  121

kalkulus, batu   102

kamar   45

kanal auditori eksternal   79

kandung kemih   89

kandung kemih buatan   135

kanker   101

kantor bisnis   16

kanula oksigen   168

kanula trakea   168

kapasitas paru   96

kapasitas residu   5

karang gigi, plak   54

karbohidrat   52

karies   111

  11

  12

kasur udara   28

katarak   110

kateter tetap   169

kateterisasi uretra   136

keamanan   36

keberatan, keluhan, ketidakpuasan   19

kebiasaan mengumpulkan/kebiasaan 

menimbun   143

kebijakan   17

kebutaan   151

kebutuhan   65, 166

kebutuhan akan aktualisasi diri   163

kebutuhan akan penghargaan   164

kebutuhan akan rasa aman   162

182

kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih 

  164

kebutuhan dasar   163

  164

kebutuhan sosial   164

kecanduan alkohol   147

kehilangan cairan transepidermal   97

keinginan berkemih   57

keinginan defekasi   58

keinginan, niat   162

kejang   117

kejutan panas   125

kekakuan otot   117

kekebalan tubuh   70

kekentalan   49

kekerasan   14

kekerasan terhadap anak   16

kekerasan terhadap lansia   15

kekonstanan   93

kekuatan genggaman   91

kelebihan, berlebihan   172

kelekatan   162

kelelahan ekstrem   36

kelenjar adrenal   89

kelenjar keringat   80

kelenjar pituitari   79

kelenjar prostat   85

kelompok swabantu   152

  150

keluarga   13

keluarga inti   11

keluhan utama   76

kelumpuhan   158

kelumpuhan motorik   157

kelumpuhan satu tungkai   157

kelumpuhan sensorik   157

kelumpuhan separuh badan   158

kelumpuhan tidak lengkap   158

kelumpuhan tidak sempurna   158

kelumpuhan total   157

kemampuan   173

kemampuan penilaian   8

kemandirian   6

kematian otak   109

kemerahan   127

kencing tidak tuntas   119

kepadatan tulang   93

kepentingan   9

keracunan makanan   104

kerahasiaan, kewajiban kerahasiaan   5

keramas   55

keratin   79

keringat dingin   129

keringat, perspirasi   96

kerja sama   34

keruh, berkabut   119

  77

kesadaran berkabut   141

kesadaran diri   38

kesedihan   63

  15

kesehatan mental   8

keseimbangan kerja-kehidupan   10

kesejahteraan   3

  7

  17

kesejahteraan publik   4

kesejahteraan sosial   16

kesulitan bernapas   119

ketergantungan   162



183

keterikatan   162

  18

kewaspadaan standar   70

klaudikasio intermiten   116

kode etik   10

kolaborasi   35

kolaborasi multidisipliner, kerja sama 

dengan berbagai profesi lain   35

koluma vertebra   85

koma   119

komplikasi   74

komponen pengganti pada unit pengolah 

ekskresi otomatis   29

kompresi tulang dada   133

komunikasi   38

komunikasi tertulis   40

  76

kondisi kesehatan   25

  77

  155

konsentrator oksigen   168

konstipasi   127

kontraindikasi   172

kontrak   14

kontraktur   118

kontusio otak, memar otak   109

kornea   79

koroner   80

korteks serebral   86

kortikosteroid adrenal   136

kotoran mata   128

kotoran telinga   56

kronis   77

kualitas hidup   6

kuku melengkung ke dalam   56

kulit   88

kuncup pengecap   98

kura-kura kaki   78

kurang nutrisi   52

kursi mandi   54

kursi roda   28

kursi roda listrik   29

L

  3

labia   82

lambat   74

lambung   78

landasan penopang   42

  68

lansia muda   17

lansia tua   15

laporan kecelakaan   72

laring   82

larutan antiseptik, disinfektan   69

latihan rentang gerak sendi   133

lauk   49

lauk utama   48

  23

  23

  23

  23

  23

  23

LD   148

leher   81

leher posterior   82

lemah, fragilitas   117

lensa mata   84

lepuh   127
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lidah   83

lidah kotor   49

  9

limbah medis   67

limfa, getah bening   98

lingkaran setan   74

lipid   51

livor mortis   63

lobus frontal   85

lobus oksipital   82

lobus parietal   87

lobus temporal   85

luka bakar   111

luka baring   107

luka terbakar   108

lumpuh otak   154

M

makan   49

makan berlebih   115

makanan cair   137

makanan pendamping   49

makanan pokok   48

makanan terapeutik   136

malaise umum   126

manajemen perawatan   64

manajemen risiko   36

mandi   56

mandi kaki   55

mandi pancuran   54

mandi seka   55

mandi seka sebagian   56

mandi setengah badan   56

mandi tangan   55

manfaat asuransi   19

manfaat natura   14

manfaat tunai   14

manfaat uang   14

manik, mania   106

martabat   7

masalah, tantangan   64

mastikasi   49

  11

  12

  4

mata malas   155

mata tua   98

maut   63

MCI   141

medula oblongata   79

medula spinalis   85

mekanika tubuh   43

mekanisme adaptif   165

melatonin   61

melena   117

melepas pakaian   55

memakai dan melepas   56

memakai pakaian   55

memanggil   164

memar   106

membaca gerak bibir   39

memori deklaratif   165

memori episodik   163

memori jangka panjang   165

memori jangka pendek   165

memori kerja   163

memori non-deklaratif   165

memori prosedural   165

memori semantik   162

memori sensorik   163
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menata rambut   55

mencuci (pakaian)   55

mencuci muka   55

mencuci mulut   68

mengamati, observasi   64

menggigil   115

menghafal   163

mengingat kembali   163

mengoles, aplikasi   139

mengonsumsi obat   140

mengubah posisi   42

menjaga kerahasiaan   8

  63

  38

  166

merapikan diri   55

merapikan diri   56

merasa haus   118

metabolisme   95

metabolisme   95

metabolisme basal   92

 

  161

mineral   53

minor   172

minum obat   140

minum, konsumsi (obat)   139

miotonia, ketegangan otot   117

motivasi   165

motivasi kekurangan   163

motivasi perkembangan   164

MRSA   159

mual   124

multi-sisi   173

muntah   115

N

nafsu makan   48

nanah   116

nausea   114

nefropati diabetik   107

negara (pemerintah pusat)   14

neglect   18

nekrosis   114

neoplasma ganas   100

neuralgia   120

neuropati diabetik   107

nilai-nilai   3

normalisasi   8

norovirus   160

nutrisi   132

nutrisi, nutrien   51

  41

  36

  117

  123

O 

O157   159

obat antidepresan   134

obat antipsikotik   134

obat cuci perut   138

obat dalam   140

(obat) kompres   138

obat luar   138

obat oral   139

obat pencahar   138

obat psikotropika   134

(obat) tetes hidung   139

(obat) tetes mata   139

obat tidur   139
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obat-obatan   131

obstruksi usus   106

oliguria   127

opsional, sukarela   173

oralism   38

organ   95

organ endokrin   96

organ pencernaan   94

organ peredaran darah, organ 

kardiovaskular   94

organ pernapasan   93

organ sensorik   92

organ urinaria   97

organisasi   18

ortosis   76

osteoartritis lutut   110

osteoporosis   103

ostomate   148

OT   33

otak besar   86

otak kecil   84

otonom   6

otot rangka   83

outreach, mengulurkan bantuan   2

P

palmar   83

palpitasi, debaran jantung   123

pancaindra   172

pandangan hidup dan mati   62

pangkal kaki   78

pangkal paha   86

pankreas   84

pantat   87

papula   117

paraplegia   157

partisipasi   25

patogen   161

PDCA   65

PEG   137

  34

pekerja sosial psikiatri   35

pelaksanaan   64

pelanggaran hak   4

pelatihan fungsional   133

pelepasan   124

pelupa   145

pemantauan   65

pemasangan, pembuatan   122

pembalut dewasa   57

pembatasan aktivitas   25

  17

pembatasan partisipasi   25

pembawa, carrier   161

pembengkakan   128

  3

pemberesan peralatan makan   47

lambung   131

  136

pemberian makanan melalui selang   133

pemberian makanan melalui selang 

nasogastrik   134

pemberlakuan   17

pembersihan area genital   57

pembuluh darah   81

pembuluh limfa   98

pemerintah daerah   16

pemerintah kota   16

pemerintah prefektur   18
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pemisahan ruang untuk tidur dan makan   48

pemulihan   77

penafsiran   172

penanggung   19

penat   118

pencegahan   36

pencegahan infeksi   68

pencegahan perawatan lansia   13

pencegahan primer   67

pencernaan   94

pendapatan   17

pendapatan disposabel   13

pendarahan hidung   125

pendorongan, promosi   172

penempelan   139

penentuan nasib sendiri   5

penerimaan   39

pengabaian perawatan lansia   13

pengajuan, permintaan   19

pengalaman kehilangan   164

pengangkatan   172

pengekangan   15

pengguna   24

pengguna sebagai pelaku utama   9

penghambatan   174

pengobatan untuk memperpanjang hidup   132

penguatan otot   45

pengukuran suhu   75

pengumpulan benda asing   141

pengungkapan diri   38

pengurangan   172

penilaian   64

penilaian ulang   64

penolakan makan   117

penuaan   11

penurunan angka kelahiran   11

penurunan kekuatan otot   117

  49

  103

  110

  142

  105

  101

  105

  75

  105

  68

  109

  111

  103

  105

  108

  108

  16

  133

  39

  14

  151

peralatan bantu   30

perangkat gantung alat pemindah   28

perawat   33

  35

  33

perawatan diri   7

perawatan duka   62

perawatan formal   8

perawatan individu   4

perawatan informal   3

perawatan istirahat (respite care)   10
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perawatan kaki   46

perawatan komprehensif berbasis komunitas   7

perawatan lansia berbasis rumah   23

perawatan medis   74

perawatan paliatif   62

perawatan rongga mulut   54

perawatan terminal   63

perawatan tim   35

perbaikan nutrisi   47

perbedaan antar-individu   75

perdarahan dalam   124

perdarahan intraserebral   109

perencanaan perawatan lanjutan   62

  65

peresepan, preskripsi   76

pergantian udara   67

perilaku jorok   145

perilaku stereotip   144

perlengkapan tidur   60

perlindungan hak   4

permohonan   17

pernapasan bahu   116

pernapasan buatan   135

  123

pernapasan dada   92

pernapasan perut   97

pernapasan rahang bawah   115

persepsi   95

person-centered care, perawatan berpusat 

pasien   144

personalisasi   4

  154

pertolongan pertama   132

perubahan mendadak   75

perusahaan kesejahteraan sosial   16

pica, gangguan makan   141

pikun   142

  46

pintu geser   46

piorrea alveolar   103

pispot feses   58

pispot sisip   57

pispot urine   57

pneumonia   109

pneumonia aspirasi   102

polakiuria   125

polidipsia   122

poliuria   122

pons   81

popok   57

posisi dorsal rekumben   42

posisi Fowler   43

posisi fungsional   43

posisi jam   47

posisi lateral   42

posisi ortopnea   41

posisi ortopneik   41

posisi pronasi   43

posisi rekumben   41

posisi semi-Fowler   42

posisi supinasi   41

postur condong ke depan   57

premi asuransi   19

presbiopi   98

produk limbah   99

prognosis   77

prolapsus ani   122

proses perawatan lansia   64

prostesis   133

protein   52
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pruritus   122

pruritus senilis   112

PT   34

PTSD   155

pubis   86

pulse oximeter   169

punggung   88

punggung kaki   86

pupil   87

pusing   128

Q 

QOL   3

R

rabun senja   129

ranjang khusus   29

ranjang pasien   28

rapport   9

rasa frustasi   164

rasa gelisah, kekhawatiran   165

rasa kehilangan   164

  166

reaksi alergi   91

regresi   165

rehabilitasi   9

rektum   87

relawan   24

remunerasi   19

rencana perawatan lansia   64

renovasi rumah   17

rentang gerak sendi   92

represi   174

resep   76

resistensi obat   128

resusitasi kardiopulmonari   135

retensi urine   124

retinitis pigmentosa, degenerasi pigmen 

retina   111

retinopati diabetik   107

rheum   116

rigor mortis   63

ringkih (frail)   127

risiko   36

ritme sirkadian   60

  6

  75

  74

ROM   137

rongga hidung   88

rongga mulut   82

ruam   127

rumah tangga   3, 12

rumah tangga lansia   11

rumah tangga tunggal   12

S

sakit kepala   121

sakit perut   126

sakit pinggang   129

sakrum, tulang kelangkang   85

salah obat   138

salah telan   48

salep   140

saliva, ludah, air liur   95

Salmonella   160

saluran pencernaan   94

saluran pernapasan   80

saraf kranial   96

saraf otonom   94
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saraf parasimpatik   97

saraf pendengaran   96

saraf pusat   96

saraf simpatik   93

saraf spinal   95

saraf tepi   98

sarung tangan pakai buang   70

sarung tangan sekali pakai   69

saturasi oksigen dalam darah   93

sebum   96

sekresi   97

sekuela, ikutan   75

selang aspirator, selang isap   168

semangat, motivasi   162

senam deglutisi   47

sendi   80

sendi panggul   82

sendi siku   86

sengatan panas   108

sensasi keseimbangan   97

seragam   172

serambi kanan   78

serambi kiri   83

serangan   127

serangan iskemik transien   100

serat makanan   51

sering   173

serumen   54

setengah duduk   42

  173

  168

siang-malam terbalik   144

sianosis   122

sikap tidak menghakimi   40

siklus kehidupan   9

sindrom apnea tidur   105

sindrom Asperger   147

sindrom disuse   124

sindrom Down   153

sindrom kaki gelisah   111

sindrom metabolik   111

sindrom restless legs   112

  104

sirkulasi darah   92

sirosis   101

sisi sakit   157

sisi sehat   157

sistem limbik   86

skabies   100

skizofrenia   154

  149

skotoma sentral   153

somnolen   60

SpO2   91

sputum, dahak   115

ST   33

staf perawat lansia   33

standard precautions   69

standardisasi   8

stenosis kanal spinalis   105

stereotip   4

sterilisasi   68, 70

steroid   135

stoma gastrointestinal   135

stoma ileum   132

stomatitis   102

strength   6

stres   76

struktur tubuh   26

  18
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suhu normal   77

sulit melangkahkan kaki, sulit bergerak 

maju   121

  5

sumber infeksi   68

sumsum tulang   83

suntikan infus   136

suntikan insulin   131

sup   48

supositoria   138

susah tidur   61

susuran   29

  5

swasta   19

T

tablet   138

tablet sublingual   139

tabung oksigen   168

tahap akhir hidup   63

tahap terminal   62

takikardia   126

tanda tercekik   123

tanda-tanda vital   77

tanggungan sesuai kemampuan   13

tanggungan sesuai manfaat   13

tanpa sadar, bawah sadar   166

tekanan abdomen   97

tekanan darah   92

tekanan darah diastolik   91

tekanan darah maksimal   93

tekanan darah minimal   93

tekanan darah sistolik   94

tekanan intraokular   92

tekanan okular   91

  133

  39

telapak tangan   87

telinga berdenging   119

telinga dalam   87

telinga tengah   87

tendon Achilles   78

terapi oksigen di rumah   134

  35

terapis okupasi   34

terapis wicara   34

terbangun di tengah-tengah   61

terbata-bata   154

terjatuh   45

terjerembap   45

terkilir   108

termometer   169

tersedak   128

tertanggung   18

tetraplegia, quadriplegia, kelumpuhan 

ekstremitas   157

tidur non-REM   61

  60

tidur pulas   60

tidur REM   61

tim perawatan   34

tindakan   18

tindakan medis   131

  119

tingkat fertilitas total   15

tinitus   127

titik berat   42

toilet duduk   28

toilet portabel   58

tongkat bantu jalan   30
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toraks   81

trakea   80

trakeotomi   133

transformasi   173

trauma medula spinalis   152

tremor   120

trombosis serebral   109

trombus serebral   108

trombus vena   104

trombus, gumpalan darah   102

tuberkulosis   102

tuberkulosis paru   110

tubuh atas   84

tubuh bawah   80

7 Prinsip Biestek   40

tulang belakang   85

tulang dada, sternum   81

tulang leher, servikal   81

tulang lengan atas (humerus)   84

tulang paha, femur   86

tulang pinggang (lumbar)   89

tulang rangka   82

tulang rusuk (kostal)   89

tulang tengkorak (kranium)   85

tuli   154, 155

tuli konduktif   154

tuli sensorineural   148

tumor   104

tunaganda   153

tunanetra-tunarungu   155

tusis   115

U

ucapan, ujaran   40

ulkus   115

ulkus lambung   100

undakan   45

unit pengolah ekskresi otomatis   29

urbanisasi   12

ureter   88

ureterolitiasis   108

uretra   88

urostoma   132

urtikaria, bidur   105

usus besar   86

usus halus   84

V

vaksinasi   70

variasi diurnal   76

vena   84

ventilator, respirator, alat bantu pernapasan 

  168

virus   159

vitamin   52

vitamin larut air   51

vitamin larut lemak   51

W

waktu senggang   173

   166

X

xerostomia, mulut kering   108

あ

あいえーでぃーえる（IADL）   2

あいちゃく（愛着）   162

あいづち   38

あいでんてぃてぃ（アイデンティティ）   162



193

あうとりーち（アウトリーチ）   2

あきれすけん（アキレス ）   78

あくじゅんかん（悪循環）   74

あくせい（悪性）   74

あくせいかんせつりうまち（悪性関節リウ

マチ）   100

あくせいしんせいぶつ（悪性新生物）   100

あくてぃびてぃ（アクティビティ）   2

あくりょく（握力）   91

あしのこう（足の甲）   78

あしのつけね（足のつけ根）   78

あすぺるがーしょうこうぐん（アスペル

ガー症候群）   147

あせすめんと（アセスメント）   64

あたっちめんと（アタッチメント）   162

あどばんす・けあ・ぷらんにんぐ（アドバ

ンス・ケア・プランニング）   62

あどぼかしー（アドボカシー）   2

あるこーるいぞんしょう（アルコール依存症）   147

あるつはいまーがたにんちしょう（アルツ

ハイマー型認知症）   141

あるぶみん（アルブミン）   51

あれるぎーはんのう（アレルギー反応）   91

あんせい（安静）   41

あんぜん（安全）   36

あんぜんよっきゅう（安全欲求）   162

あんみん（安眠）   60

あんらく（安楽）   41

い

い（胃）   78

いかいよう（胃潰瘍）   100

いざい（椅座位）   41

いし（医師）   33

いし（意思）   162

いしきこんだく（意識混濁）   141

いしきしょうがい（意識障害）   141

いしけっていしえん（意思決定支援）   2

いしゅく（萎縮）   114

いじょう（移乗）   45

いしょく（異食）   141

いぞん（依存）   162

いちじよぼう（一次予防）   67

いちぶかいじょ（一部介助）   2

いっかせいのうきょけつほっさ（一過性脳

虚血発作）   100

いつりゅうせいにょうしっきん（溢流性尿

失禁）   114

いでん（遺伝）   91

いどう（移動）   45

いどうようりふと（移動用リフト）   28

いどうようりふとつりぐ（移動用リフトつ

り具）   28

いぶつしゅうしゅう（異物収集）   141

いへん（異変）   74

いみきおく（意味記憶）   162

いやくひん（医薬品）   131

いよく（意欲）   162

いりょう（医療）   74

いりょうこうい（医療行為）   131

いりょうはいきぶつ（医療廃棄物）   67

いりょうほけん（医療保険）   13

いるりがーとる（イルリガートル）   168

いれうす（イレウス）   100

いれおすとみー（イレオストミー）   131

いれば（入れ歯）   47

いろう（胃ろう）   131

いろうけいかんえいよう（胃ろう経管栄養）   131

いんしゅりん（インシュリン）   131

いんしゅりんちゅうしゃ（インシュリン注射）   131

索
さ く

  引
い ん
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いんすりん（インスリン）   132

いんせいしょうじょう（陰性症状）   114

いんとう（咽頭）   78

いんないかんせん（院内感染）   67

いんぶ（陰部）   78

いんふぉーまる・けあ（インフォーマル・ケア）   3

いんふぉーむどこんせんと（インフォーム

ドコンセント）   74

いんぶせんじょう（陰部洗浄）   57

いんふるえんざ（インフルエンザ）   159

う

ういるす（ウイルス）   159

ういるすかんせん（ウイルス感染）   67

うぇるにっけしつご（ウェルニッケ失語）   147

うえるびーいんぐ（ウエルビーイング）   3

うがい   67

うしんしつ（右心室）   78

うしんぼう（右心房）   78

うつびょう（うつ病）   114

うろすとみー（ウロストミー）   132

うんどうきのうしょうがい（運動機能障害） 

  147

うんどうせいしつご（運動性失語）   147

うんどうまひ（運動麻痺）   157

え

えあまっと（エアマット）   28

えいず（エイズ）   147

えいようかいぜん（栄養改善）   47

えいようざい（栄養剤）   132

えいようし（栄養士）   33

えいようせっしゅ（栄養摂取）   47

えいようそ（栄養素）   51

えいり（営利）   3

えーいーでぃー（AED）   132

えーえるえす（ALS）   148

えーしーぴー（ACP）   62

えーでぃーえいちでぃー（ADHD）   148

えーでぃーえる（ADL）   3

えきか（腋下／腋窩）   79

えこまっぷ（エコマップ）   72

えし（壊死）   114

えすてぃー（ST）   33

えすぴーおーつー（SpO2）   91

えっちあいぶい（HIV）   159

えぴそーどきおく（エピソード記憶）   163

えむあーるえすえー（MRSA）   159

えむしーあい（MCI）   141

えるでぃー（LD）   148

えんげ（嚥下）   47

えんげしょうがい（嚥下障害）   148

えんげたいそう（嚥下体操）   47

えんしょう（炎症）   114

えんずい（延髄）   79

えんぱい（円背）   114,177

えんぱわめんと（エンパワメント）   3

えんめいちりょう（延命治療）   132

お

おうえきふたん（応益負担）   13

おうかくまく（横隔膜）   79

おうき（嘔気）   114

おうきゅうてあて（応急手当）   132

おうだん（黄疸）   114

おうと（嘔吐）   115

おうのうふたん（応能負担）   13

おーいちごなな（O157）   159

おーてぃー（OT）   33

おかん（悪寒）   115
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おすとめいと（オストメイト）   148

おむつ   57

か

がい（臥位）   41

かいごかてい（介護過程）   64

かいごけいかく（介護計画）   64

かいごふくしし（介護福祉士）   33

かいごふくししょく（介護福祉職）   33

かいごほうき（介護放棄）   13

かいごほけん（介護保険）   13

かいごよぼう（介護予防）   13

がいじつりずむ（概日リズム）   60

がいじどう（外耳道）   79

かいしゃく（解釈）   172

かいじょばー（介助バー）   28

かいせん（疥癬）   100

がいそう（咳嗽）   115

かいちょうじんこうこうもん（回腸人工肛

門）   132

かいば（海馬）   79

かいよう（潰瘍）   115

がいようやく（外用薬）   138

かがくこきゅう（下顎呼吸）   115

かくいつてき（画一的）   172

かくかぞく（核家族）   11

かくしつ（角質）   79

がくしゅうしょうがい（学習障害）   148

かくせい（覚醒）   91

かくたん（喀痰）   115

かくたんきゅういん（喀痰吸引）   133

かくちょうきけつあつ（拡張期血圧）   91

かくまく（角膜）   79

かくり（隔離）   67

かこきゅう（過呼吸）   115

かさいほうちき（火災報知器）   36

かし（下肢）   79

かじょう（過剰）   172

がしょう（臥床）   41

かしょく（過食）   115

かしょぶんしょとく（可処分所得）   13

かすいたい（下垂体）   79

かそか（過疎化）   11

かぞく（家族）   13

かそくほこう（加速歩行）   115

かだい（課題）   64

かたこきゅう（肩呼吸）   116

かたまひ（片麻痺）   157

かちかん（価値観）   3

かっけつ（喀血）   116

かつどう（活動）   25

かつどうせいげん（活動制限）   25

がっぺいしょう（合併症）   74

かてい（家庭）   3

かのう（化膿）   116

かはんしん（下半身）   80,178

かゆみ   116

かろう（過労）   36

がん   101

がんあつ（眼圧）   91

かんいよくそう（簡易浴槽）   28

かんえん（肝炎）   101

かんおんせいなんちょう（感音性難聴）   148

かんかくき（感覚器）   92

かんかくきおく（感覚記憶）   163

かんかくせいしつご（感覚性失語）   149

かんかくまひ（感覚麻痺）   157

かんき（換気）   67

かんきょういんし（環境因子）   25

かんげざい（緩下剤）   138

196

かんけつせいはこう（間欠性跛行）   116

かんこうへん（肝硬変）   101

かんごし（看護師）   33

かんさつ（観察）   64

がんし（眼脂）   116

かんじょうしっきん（感情失禁）   149

かんじょうどうみゃく（冠状動脈）   80

かんせつ（関節）   80

かんせつかどういき（関節可動域）   92

かんせつかどういきくんれん（関節可動域

訓練）   133

かんせつこうしゅく（関節拘縮）   116

かんせつりうまち（関節リウマチ）   101

かんせん（汗腺）   80

かんせんけいろ（感染経路）   67

かんせんげん（感染源）   68

かんせんしょう（感染症）   68

かんせんしょうたいさく（感染症対策）   68

かんせんよぼう（感染予防）   68

かんぞう（肝臓）   80

がんそう（含嗽）   68

かんそく（患側）   157

かんちょう（浣腸）   138

かんどうみゃく（冠動脈）   80

がんないあつ（眼内圧）   92

かんにゅうそう（陥入爪）   101

かんのう（間脳）   80

かんぴろばくたーかんせんしょう（カンピ

ロバクター感染症）   160

かんまん（緩慢）   74

かんりえいようし（管理栄養士）   33

かんわけあ（緩和ケア）   62

き

きおうしょう（既往症）   74

きおうれき（既往歴）   75

きおくしょうがい（記憶障害）   141

きがえ（着替え）   54

きかん（気管）   80

きかんかにゅーれ（気管カニューレ）   168

きかんせっかい（気管切開）   133

きざい（起座位）   41

きざこきゅうい（起座呼吸位）   41

ぎし（義歯）   47

ぎし（義肢）   133

きそたいしゃ（基礎代謝）   92

きつおん（吃音）   149

きどう（気道）   80

きのうくんれん（機能訓練）   133

きのうしょうがい（機能障害）   25

きのうせいにょうしっきん（機能性尿失禁）   116

きぶんしょうがい（気分障害）   149

きほんてきじんけん（基本的人権）   3

きほんてきよっきゅう（基本的欲求）   163

きめい（記銘）   163,179
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ぎゃくたい（虐待）   14

ぎゃくりゅうせいしょくどうえん（逆流性

食道炎）   101

きゃっかんてきじじつ（客観的事実）   72

ぎゃっちべっど（ギャッチベッド）   28

きゅういんあつ（吸引圧）   133

きゅういんき（吸引器）   168

きゅういんちゅーぶ（吸引チューブ）   168

きゅーおーえる（QOL）   3

きゅうかく（嗅覚）   92

きゅうしん（丘疹）   117

きゅうせい（急性）   75

きゅうへん（急変）   75

きゅうめいしょち（救命処置）   133

きょう（橋）   81

ぎょうがい（仰臥位）   41

きょうかん（共感）   38

きょうこつ（胸骨）   81

きょうこつあっぱく（胸骨圧迫）   133

きょうしきこきゅう（胸式呼吸）   92

きょうじょ（共助）   3

きょうしんしょう（狭心症）   101

ぎょうせい（行政）   14

きょうせいしゃかい（共生社会）   4

きょうつい（胸椎）   81

きょうつう（胸痛）   117

きょうどう（協働）   34

きょうどこうどうしょうがい（強度行動障害）   149

きょうぶ（胸部）   81

きょけつせいしんしっかん（虚血性心疾患）   101

きょしつ（居室）   45

きょじゃく（虚弱）   117

きょじょう（挙上）   172

きょしょく（拒食）   117

きょたくさーびす（居宅サービス）   23

きりつせいていけつあつ（起立性低血圧）   117

きろく（記録）   72

きんいしゅくせいそくさくこうかしょう

（筋萎縮性側索硬化症）   149

きんき（禁忌）   172

きんきんちょう（筋緊張）   117

きんこしゅく（筋固縮）   117

きんじすとろふぃーしょう（筋ジストロ

フィー症）   149

きんせんきゅうふ（金銭給付）   14

きんりょくこうじょう（筋力向上）   45

きんりょくていか（筋力低下）   117

く

くうきかんせん（空気感染）   68

くーりんぐおふ（クーリングオフ）   14

くじょうかいけつ（苦情解決）   14

くちびる（唇）   81

くっきょく（屈曲）   92

くに（国）   14

くもまくかしゅっけつ（くも膜下出血）   102

198

ぐりーふけあ（グリーフケア）   62

くるまいす（車いす）   28

くるまいすふぞくひん（車いす付属品）   28

くろいつふぇると・やこぶびょう（クロイ

ツフェルト・ヤコブ病）   142

くろっくぽじしょん（クロックポジション）   47

け

けあちーむ（ケアチーム）   34

けあまねじめんと（ケアマネジメント）   64,180

けいかんえいようほう（経管栄養法）   133

けいげん（軽減）   172

けいこうかんせん（経口感染）   68

けいこうほすいえき（経口補水液）   51

けいちょう（傾聴）   38

けいつい（頸椎）   81

けいどうみゃく（頸動脈）   81

けいどにんちきのうしょうがい（軽度認知

機能障害）   142

けいび（軽微）   172

けいびけいかんえいよう（経鼻経管栄養）   134

けいぶ（頸部）   81

けいみん（傾眠）   60

けいやく（契約）   14

けいれん   117

げけつ（下血）   117

げざい（下剤）   138

げぜん（下膳）   47

けつあつ（血圧）   92

けつあつけい（血圧計）   168

けつえきかんせん（血液感染）   68

けっかく（結核）   102

けっかん（血管）   81

けっかんせいにんちしょう（血管性認知症）   142

けっこう（血行）   92

けっせき（結石）   102

けっせん（血栓）   102

けっちゅうさんそほうわど（血中酸素飽和度）   93

けっとうち（血糖値）   93

けつにょう（血尿）   118

けつぼう（欠乏）   75

けつぼうよっきゅう（欠乏欲求）   163

げり（下痢）   57

げんいんしっかん（原因疾患）   75

けんおん（検温）   75

げんかく（幻覚）   118

げんきんきゅうふ（現金給付）   14

げんご（きのう）しょうがい（言語（機能）

障害）   149

けんこうじゅみょう（健康寿命）   11

けんこうじょうたい（健康状態）   25

げんごちょうかくし（言語聴覚士）   34

げんし（幻視）   118

けんそく（健側）   157

けんたいかん（倦怠感）   118

げんちょう（幻聴）   118
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けんとうしきしょうがい（見当識障害）   142

げんぶつきゅうふ（現物給付）   14

けんぼう（健忘）   142

けんりしんがい（権利侵害）   4

けんりようご（権利擁護）   4

こ

ごいん（誤飲）   48

こうい（更衣）   54

こういしょう（後遺症）   75

こううつざい（抗うつ剤）   134

こうおんしょうがい（構音障害）   150

こうかつかん（口渇感）   118

こうかんしんけい（交感神経）   93

こうきこうれいしゃ（後期高齢者）   15

こうきょうのふくし（公共の福祉）   4

こうくう（口腔）   82

こうくうけあ（口腔ケア）   54

こうくうないかくたんきゅういん（口腔内

喀痰吸引）   134,181

ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ（合計

特殊出生率）   15

こうけつあつ（高血圧）   118

こうけつあつしょう（高血圧症）   102

こうけっとう（高血糖）   118

こうしけっしょう（高脂血症）   102

こうじのうきのうしょうがい（高次脳機能

障害）   150

こうしゅう（口臭）   118

こうしゅうえいせい（公衆衛生）   15

こうしゅく（拘縮）   118

こうじょ（公助）   4

こうじょうせい（恒常性）   93

こうしん（口唇）   82

こうしん（亢進）   119

こうせいしんびょうやく（抗精神病薬）   134

こうせいしんやく（向精神薬）   134

こうそ（酵素）   51

こうそく（拘束）   15

こうてきふじょ（公的扶助）   15

こうてんせい（後天性）   75

こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐ

ん（後天性免疫不全症候群）   150

こうどう・しんりしょうじょう（行動・心

理症状）   142

こうとうがい（喉頭蓋）   82

こうけいぶ（後頸部）   82

こうとう（喉頭）   82

こうとうよう（後頭葉）   82

こうないえん（口内炎）   102

こうにょうさんけっしょう（高尿酸血症）   102

こうはんせいはったつしょうがい（広汎性

発達障害）   150

こうまくかけっしゅ（硬膜下血腫）   142

こうもん（肛門）   82

こうれいか（高齢化）   11

200

こうれいかしゃかい（高齢化社会）   11

こうれいしゃぎゃくたい（高齢者虐待）   15

こうれいしゃせたい（高齢者世帯）   11

こうわ（口話）   38

ごえん（誤嚥）   48

ごえんせいはいえん（誤嚥性肺炎）   102

ごかん（五感）   172

こかんせつ（股関節）   82

こきざみほこう（小刻み歩行）   119

こきゅうき（呼吸器）   93

こきゅうこんなん（呼吸困難）   119

こしかけべんざ（腰かけ便座）   28

ごじょ（互助）   4

こじんいんし（個人因子）   25

こじんさ（個人差）   75

こじんじょうほう（個人情報）   15

こっかく（骨格）   82

こっかくきん（骨格筋）   83

こつずい（骨髄）   83

こっせつ（骨折）   103

こつそしょうしょう（骨粗鬆症）   103

こつみつど（骨密度）   93

こていかんねん（固定観念）   4

こべつか（個別化）   4

こべつけあ（個別ケア）   4

こまく（鼓膜）   83

こみゅにけーしょん（コミュニケーション）   38

ごやく（誤薬）   138

こようほけん（雇用保険）   15

こんすい（昏睡）   119

こんだく（混濁）   119,182

さ

さーかでぃあんりずむ（サーカディアンリ

ズム）   60

ざい（座位）   42

さいあせすめんと（再アセスメント）   64

さいがい（災害）   36

さいきん（細菌）   160

さいご（最期）   63

さいこうけつあつ（最高血圧）   93

さいせい（再生）   163

ざいたくかいご（在宅介護）   23

ざいたくさーびす（在宅サービス）   23

ざいたくさんそりょうほう（在宅酸素療法）   134

さいていけつあつ（最低血圧）   93

さぎょうきおく（作業記憶）   163

さぎょうりょうほうし（作業療法士）   34

さくわ（作話）   143

さしんしつ（左心室）   83

さしんぼう（左心房）   83

ざつおん（雑音）   38

さっかく（錯覚）   172

さっきん（殺菌）   68

さしこみべんき（差し込み便器）   57

さべつ（差別）   15
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ざやく（座薬）   138

さるもねらきん（サルモネラ菌）   160

さんか（参加）   25

さんかせいやく（参加制約）   25

さんそかにゅーれ（酸素カニューレ）   168

さんそきゅうにゅう（酸素吸入）   134

さんそのうしゅくき（酸素濃縮器）   168

さんそぼんべ（酸素ボンベ）   168

ざんぞんのうりょく（残存能力）   5

ざんにょうかん（残尿感）   119

し

しーおーぴーでぃー（COPD）   103

じぇのぐらむ（ジェノグラム）   72

しかいし（歯科医師）   34

しかえいせいし（歯科衛生士）   34

しかく（視覚）   94

しかくしょうがい（視覚障害）   150

じかくしょうじょう（自覚症状）   75

じぎょうしゃ（事業者）   16

じぎょうしょ（事業所）   16

しけつ（止血）   134

しこう（歯垢）   54

じこう（耳垢）   54

じこかいじ（自己開示）   38

じこかくち（自己覚知）   38

じこけってい（自己決定）   5

しごこうちょく（死後硬直）   63

じこじつげん（自己実現）   5

じこじつげんよっきゅう（自己実現欲求）   163

じこほうこくしょ（事故報告書）   72

じこめんえきしっかん（自己免疫疾患）   103

しじきていめん（支持基底面）   42

ししつ（脂質）   51

ししついじょうしょう（脂質異常症）   103

ししまひ（四肢麻痺）   157

ししゅうびょう（歯周病）   103

じじょ（自助）   5

ししょうかぶ（視床下部）   83

じしょうこうい（自傷行為）   119

じじょぐ（自助具）   29

じじょぐるーぷ（自助グループ）   150

しせいかん（死生観）   62

しせつさーびす（施設サービス）   23

じぜんひょうか（事前評価）   65,183

しそうのうろう（歯槽膿漏）   103

した（舌）   83

したいふじゆう（肢体不自由）   150

じちたい（自治体）   16

しちょうそん（市町村）   16

しっきん（失禁）   119

しつけんとう（失見当）   143

しつご（失語）   143

しっこう（失行）   143

じっこうきのうしょうがい（実行機能障害）   143

しつごしょう（失語症）   150
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じっし（実施）   64

しっしん（湿疹）   104

しっちょう（失調）   143

しつにん（失認）   143

しっぷ（やく）（湿布（薬））   138

しつめい（失明）   151

してい（指定）   16

じどうぎゃくたい（児童虐待）   16

じどうたいがいしきじょさいどうき（自動

体外式除細動器）   134

じどうはいせつしょりそうち（自動排泄処

理装置）   29

じどうはいせつしょりそうちのこうかんか

のうぶひん（自動排泄処理装置の交換可能

部品）   29

しはん（死斑）   63

じへいしょうすぺくとらむしょうがい（自

閉症スペクトラム障害）   151

じめい（耳鳴）   119

しゃい・どれーがーしょうこうぐん（シャ

イ・ドレーガー症候群）   104

しゃかいしげん（社会資源）   5

しゃかいてきしょうへき（社会的障壁）   5

しゃかいてきよっきゅう（社会的欲求）   164

しゃかいふくし（社会福祉）   16

しゃかいふくしし（社会福祉士）   34

しゃかいふくしほうじん（社会福祉法人）   16

しゃかいほけん（社会保険）   16

しゃかいほしょう（社会保障）   16

しやきょうさく（視野狭窄）   151

じゃくし（弱視）   151

じゃくねんせいにんちしょう（若年性認知症）   143

しやけっそん（視野欠損）   151

しゃふつしょうどく（煮沸消毒）   69

しゃわーちぇあ（シャワーチェア）   54

しゃわーよく（シャワー浴）   54

しゅうしゅうへき（収集癖／蒐集癖）   143

しゅうしゅくきけつあつ（収縮期血圧）   94

じゅうしん（重心）   42

じゅうたくかいしゅう（住宅改修）   17

しゅうへんしょうじょう（周辺症状）   144

しゅうまつき（終末期）   62

しゅかんてきじじつ（主観的事実）   72

しゅくしゅ（宿主）   69

しゅさい（主菜）   48

しゅしょう（手掌）   83

しゅしょく（主食）   48

しゅそ（主訴）   76

しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ

（手段的日常生活動作）   5

しゅちょう（腫脹）   120

しゅひぎむ（守秘義務）   5

しゅよう（腫瘍）   104

じゅよう（受容）   39

しゅよく（手浴）   55

しゅわ（手話）   39
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じゅんかんき（循環器）   94,184

しょうか（消化）   94

しょうがいがくしゅう（生涯学習）   11

しょうがいしゃふくし（障害者福祉）   17

しょうかかん（消化管）   94

しょうかかんすとーま（消化管ストーマ）   135

しょうかき（消化器）   94

じょうざい（錠剤）   138

じょうざいきん（常在菌）   69

じょうし（上肢）   83

しょうしか（少子化）   11

しょうじょう（症状）   76

しようせいびたみん（脂溶性ビタミン）   51

しょうそうかん（焦燥感）   164

しょうちょう（小腸）   84

じょうどうこうどう（常同行動）   144

しょうどく（消毒）   69

しょうどくえき（消毒液）   69

しょうにんよっきゅう（承認欲求）   164

しょうのう（小脳）   84

じょうはんしん（上半身）   84

しょうひきげん（消費期限）   48

しょうみきげん（賞味期限）   48

じょうみゃく（静脈）   84

じょうみゃくけっせん（静脈血栓）   104

じょうわんこつ（上腕骨）   84

しょくぎょうりんり（職業倫理）   5

じょくそう（褥瘡）   104

しょくちゅうどく（食中毒）   104

しょくどう（食道）   84

しょくもつせんい（食物繊維）   51

しょくよく（食欲）   48

しょくよくふしん（食欲不振）   120

じょじゅつたい（叙述体）   72

しょぞく・あいじょうよっきゅう（所属・

愛情欲求）   164

しょっかい（食塊）   48

しょっかく（触覚）   94

しょとく（所得）   17

しょほう（処方）   76

しょほうせん（処方箋）   76

じりつ（自立）   6

じりつ（自律）   6

じりつしえん（自立支援）   6

じりつしんけい（自律神経）   94

しりょく（視力）   94

しるもの（汁物）   48

しんい（寝衣）   60

じんかくしょうがい（人格障害）   151

しんきしょう（心気症）   104

しんきんこうそく（心筋 塞）   104

しんぐ（寝具）   60

しんけいつう（神経痛）   120

じんけん（人権）   6

じんこうこうもん（人工肛門）   135

じんこうこきゅう（人工呼吸）   135
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じんこうこきゅうき（人工呼吸器）   168

じんこうとうせき（人工透析）   135

じんこうぼうこう（人工膀胱）   135

しんしっかん（心疾患）   105

しんしゅつえき（浸出液）   120

しんしょくぶんり（寝食分離）   48

しんしんきのう（心身機能）   25

しんしんしょう（心身症）   105

しんすいみん（深睡眠）   60

しんせい（申請）   17

しんせん（振戦）   120

しんぞう（心臓）   84

じんぞう（腎臓）   84,185

しんぞうきのうしょうがい（心臓機能障害）   151

じんきのうしょうがい（腎機能障害）   151

しんたいこうぞう（身体構造）   26

しんたいこうそく（身体拘束）   17

しんたいしょうがい（身体障害）   152

しんちんたいしゃ（新陳代謝）   95

しんてきがいしょうごすとれすしょうがい

（心的外傷後ストレス障害）   152

しんてん（伸展）   95

しんぱいそせいほう（心肺蘇生法）   135

しんふぜん（心不全）   120

じんふぜん（腎不全）   120

じんましん（蕁麻疹）   105

しんらいかんけい（信頼関係）   6

す

ずいいうんどう（随意運動）   95

すいしょうたい（水晶体）   84

すいぞう（膵臓）   84

すいぶんほきゅう（水分補給）   49

すいほう（水疱）   120

すいみんこうどうしょうがい（睡眠行動障害）   61

すいみんじむこきゅうしょうこうぐん（睡

眠時無呼吸症候群）   105

すいみんしょうがい（睡眠障害）   105

すいみんやく（睡眠薬）   139

すいようせいびたみん（水溶性ビタミン）   51

ずがいこつ（とうがいこつ）（頭蓋骨）   85

すくみあし（すくみ足）   121

すたんだーど・ぷりこーしょん（スタンダー

ド・プリコーション）   69

ずつう（頭痛）   121

すてろいどざい（ステロイド剤）   135

すとれす（ストレス）   76

すとれんぐす（ストレングス）   6

すりあし（すり足）   121

すろーぷ（スロープ）   29

せ

せいかつきのう（生活機能）   26

せいかつしゅうかんびょう（生活習慣病）   105

せいかつのしつ（生活の質）   6

せいかつれき（生活歴）   6
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せいかんせんしょう（性感染症）   105

せいきこよう（正規雇用）   11

せいしき（清拭）   55

せいじょうあつすいとうしょう（正常圧水

頭症）   144

せいしんしょうがい（精神障害）   152

せいしんほけんふくしし（精神保健福祉士）   35

せいぞんけん（生存権）   7

せいちょうよっきゅう（成長欲求）   164

せいはつ（整髪）   55

せいめい（清明）   121

せいめいりんり（生命倫理）   7

せいよう（整容）   55

せいりてきよっきゅう（生理的欲求）   164

せき（咳）   121

せきずい（脊髄）   85

せきずいしょうのうへんせいしょう（脊髄

小脳変性症）   105

せきずいしんけい（脊髄神経）   95

せきずいそんしょう（脊髄損傷）   152

せきちゅう（脊柱）   85

せきちゅうかんきょうさくしょう（脊柱管

狭窄症）   105,186

せきついあっぱくこっせつ（脊椎圧迫骨折）   105

せこう（施行）   17

せさく（施策）   17

せたい（世帯）   12

ぜっかじょう（舌下錠）   139

ぜっこんちんか（舌根沈下）   121

せっしゅ（摂取）   76

せっしょく（摂食）   49

せっしょくかんせん（接触感染）   69

せっしょくしょうがい（摂食障害）   152

ぜったい（舌苔）   49

せっぱくせいにょうしっきん（切迫性尿失禁）   121

せぼね（背骨）   85

せみふぁーらーい（セミファーラー位）   42

せるふけあ（セルフケア）   7

せるふへるぷぐるーぷ（セルフヘルプグ

ループ）   152

ぜんかいじょ（全介助）   7

せんがん（洗顔）   55

ぜんきこうれいしゃ（前期高齢者）   17

ぜんけいしせい（前傾姿勢）   57

せんこつ（仙骨）   85

ぜんしんまひ（全身麻痺）   157

せんそく（尖足）   121

ぜんそく（喘息）   106

せんたく（洗濯）   55

せんてんせい（先天性）   76

ぜんどううんどう（蠕動運動）   95

ぜんとうそくとうがたにんちしょう（前頭

側頭型認知症）   144

ぜんとうよう（前頭葉）   85

ぜんにんげんてき（全人間的）   7

せんぱつ（洗髪）   55
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ぜんめい（喘鳴）   121

せんもう（せん妄）   144

ぜんもう（全盲）   152

ぜんりつせん（前立腺）   85

ぜんりつせんひだいしょう（前立腺肥大症）   106

そ

そううつびょう（躁うつ病）   106

そうき（想起）   164

ぞうき（臓器）   95

そうきょくせいしょうがい（双極性障害）   52

そうぐ（装具）   76

そうごさよう（相互作用）   26

そうごふじょ（相互扶助）   17

そうしつかん（喪失感）   164

そうしつたいけん（喪失体験）   164

ぞうせつ（造設）   122

そうびょう（躁病）   106

そうようかん（掻痒感）   122

そーしゃるいんくるーじょん（ソーシャル

インクルージョン）   7

そがいいんし（阻害因子）   26

そくがい（側臥位）   42

そくしん（促進）   172

そくしんいんし（促進因子）   26

そくとうよう（側頭葉）   85

そくはい（足背）   86

そくよく（足浴）   55

そけいぶ（ソケイ部）   86

そしき（組織）   18

そしゃく（咀嚼）   49

そち（措置）   18

そんげん（尊厳）   7,187

た

たーみなるき（ターミナル期）   63

たーみなるけあ（ターミナルケア）   63

たいいへんかん（体位変換）   42

たいいへんかんき（体位変換器）   29

たいえき（体液）   95

たいおんけい（体温計）   169

たいかんきのうしょうがい（体幹機能障害）

   153

たいこう（退行）   165

たいしゃ（代謝）   95

たいしょうしゃ（対象者）   18

たいじょうほうしん（帯状疱疹）   106

たいじんきょり（対人距離）   39

だいたいこつ（大腿骨）   86

だいたいこつけいぶこっせつ（大腿骨頸部

骨折）   106

たいちょう（体調）   76

だいちょう（大腸）   86

だいちょうきん（大腸菌）   160

たいないどけい（体内時計）   61

だいのう（大脳）   86
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だいのうひしつ（大脳皮質）   86

だいのうへんえんけい（大脳辺縁系）   86

たいん（多飲）   122

だうんしょうこうぐん（ダウン症候群）   153

だえき（唾液）   95

たかくてき（多角的）   173

たしょくしゅれんけい（多職種連携）   35

ただれ   122

だつい（脱衣）   55

だっこう（脱肛）   122

だっすい（脱水）   122

だつよくせい（脱抑制）   153

たにょう（多尿）   122

だぼく（打撲）   106

たん（痰）   122

たんききおく（短期記憶）   165

だんさ（段差）   45

たんざい（端座位）   42

たんしんせたい（単身世帯）   12

たんすいかぶつ（炭水化物）   52

たんぱくしつ（たんぱく質）   52

たんまひ（単麻痺）   157

ち

ちあのーぜ（チアノーゼ）   122

ちいき（地域）   18

ちいきふくし（地域福祉）   7

ちいきほうかつけあ（地域包括ケア）   7

ちーむけあ（チームケア）   35

ちぇーんすとーくすこきゅう（チェーンス

トークス呼吸）   123

ちかく（知覚）   95

ちくごたい（逐語体）   72

ちこつ（恥骨）   86

ちっそく（窒息）   123

ちてきしょうがい（知的障害）   153

ちゃくい（着衣）   55

ちゃくだつ（着脱）   56

ちゅういけっかんたどうせいしょうがい

（注意欠陥多動性障害）   153

ちゅうかくしょうじょう（中核症状）   144

ちゅうすうしんけい（中枢神経）   96

ちゅうかんせつ（肘関節）   86

ちゅうじ（中耳）   87

ちゅうしんあんてん（中心暗点）   153

ちゅうとかくせい（中途覚醒）   61

ちゅうやぎゃくてん（昼夜逆転）   144

ちょうかく（聴覚）   96,188

ちょうかくしょうがい（聴覚障害）   153

ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん

（腸管出血性大腸菌）   160

ちょうききおく（長期記憶）   165

ちょうこうれいしゃかい（超高齢社会）   12

ちょうしんけい（聴神経）   96

ちょうふ（貼布）   139

ちょうふくしょうがい（重複障害）   153
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ちょうへいそく（腸閉塞）   106

ちょうりょく（聴力）   96

ちょうろうけいかんえいよう（腸ろう経管

栄養）   136

ちょーくさいん（チョークサイン）   123

ちょくちょう（直腸）   87

ちょくちょうきのうしょうがい（直腸機能

障害）   153

ちりょうしょく（治療食）   136

ちんじゅつきおく（陳述記憶）   165

ちんつうざい（鎮痛剤）   139

ちんもく（沈黙）   39

つ

ついかんばんへるにあ（椎間板ヘルニア）

   106

ついまひ（対麻痺）   157

つうしょけいさーびす（通所系サービス）   23

つうしょしせつ（通所施設）   23

つうふう（痛風）   107

つえほこう（つえ歩行）   45

つかいすててぶくろ（使い捨て手袋）   69

て

ていえいよう（低栄養）   52

ていけつあつ（低血圧）   123

ていけつあつしょう（低血圧症）   107

ていけっとう（低血糖）   123

でぃすぽーざぶるぐろーぶ（ディスポーザ

ブルグローブ）   70

てきおうきせい（適応機制）   165

てきぎ（適宜）   173

てきべん（摘便）   136

てすり（手すり）   29

てつづききおく（手続き記憶）   165

てのひら（手のひら）   87

でんおんせいなんちょう（伝音性難聴）   154

でんかいしつ（電解質）   52

てんかん   123

てんがん（やく）（点眼（薬））   139

てんじ（点字）   39

てんてきじょうみゃくないちゅうしゃ（点

滴静脈内注射）   136

てんてきちゅうしゃ（点滴注射）   136

てんとう（転倒）   45

でんどうくるまいす（電動車いす）   29

てんび（やく）（点鼻（薬））   139

でんぶ（殿部）   87

てんらく（転落）   45

と

どうき（動悸）   123

どうきづけ（動機づけ）   165

どうこう（瞳孔）   87

とうごうしっちょうしょう（統合失調症）

   154
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とうこつどうみゃく（橈骨動脈）   87

とうしつ（糖質）   52

どうせん（動線）   45

どうちょう（同調）   39

どうちょうあつりょく（同調圧力）   39

とうちょうよう（頭頂葉）   87

   189

とうつう（ 痛）   123

どうにょう（導尿）   136

とうにょうびょう（糖尿病）   107

とうにょうびょうせいしんけいしょうがい

（糖尿病性神経障害）   107

とうにょうびょうせいじんしょう（糖尿病

性腎症）   107

とうにょうびょうせいもうまくしょう（糖

尿病性網膜症）   107

どうみゃく（動脈）   87

どうみゃくこうか（動脈硬化）   107

とくしゅしんだい（特殊寝台）   29

とくしゅしんだいふぞくひん（特殊寝台付

属品）   29

とくしゅよくそう（特殊浴槽）   56

とくめい（匿名）   173

どくわ（読話）   39

とけつ（吐血）   123

とこずれ（床ずれ）   107

とこずれぼうしようぐ（床ずれ防止用具）   30

としか（都市化）   12

とどうふけん（都道府県）   18

とふ（塗布）   139

どもり   154

どらいまうす（ドライマウス）   108

どりょくぎむ（努力義務）   18

とろみ   49

な

ないじ（内耳）   87

ないしゅっけつ（内出血）   124

ないふく（内服）   139

ないふくやく（内服薬）   139

ないぶんぴつきかん（内分泌器官）   96

ないようやく（内用薬）   140

なんこう（軟膏）   140

なんちょう（難聴）   154

なんびょう（難病）   108

に

にーず（ニーズ）   65

にじかんせん（二次感染）   70

にちじょうせいかつどうさ（日常生活動作）

   8

にちないへんどう（日内変動）   76

にゅうしょけいさーびす（入所系サービス）

   23

にゅうしょしせつ（入所施設）   23

にゅうみんしょうがい（入眠障害）   124
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にゅうよく（入浴）   56

にゅうよくほじょようぐ（入浴補助用具）   30

にょうい（尿意）   57

にょうかん（尿管）   88

にょうかんけっせきしょう（尿管結石症）

   108

にょうき（尿器）   57

にょうしっきん（尿失禁）   124

にょうどう（尿道）   88

にょうとりぱっど（尿取りパッド）   57

にょうへい（尿閉）   124

にょうろかんせんしょう（尿路感染症）   160

にんい（任意）   173

にんげんかんけい（人間関係）   39

にんちきのう（認知機能）   96

にんちしょう（認知症）   144

にんちしょうろうじんはいかいかんちきき

（認知症老人徘徊感知機器）   30

ね

ねぐれくと（ネグレクト）   18,190

ねっしょう（熱傷）   108

ねっちゅうしょう（熱中症）   108

ねんきんほけん（年金保険）   18

ねんざ（捻挫）   108

の

のうかすいたい（脳下垂体）   88

のうかん（脳幹）   88

のうけっかんしっかん（脳血管疾患）   108

のうけっかんしょうがい（脳血管障害）   108

のうけっせん（脳血栓）   108

のうけっせんしょう（脳血栓症）   109

のうこうそく（脳 塞）   109

のうざしょう（脳挫傷）   109

のうし（脳死）   109

のうしゅっけつ（脳出血）   109

のうしんけい（脳神経）   96

のうせいまひ（脳性麻痺）   154

のうないしゅっけつ（脳内出血）   109

のうりょく（能力）   173

のーまらいぜーしょん（ノーマライゼー

ション）   8

のろういるす（ノロウイルス）   160

のろういるすかんせんしょう（ノロウイル

ス感染症）   160

のんれむすいみん（ノンレム睡眠）   61

は

ぱーきんそんびょう（パーキンソン病）   109

ぱーそなりてぃしょうがい（パーソナリ

ティ障害）   154

ぱーそんせんたーどけあ（パーソンセン

タードケア）   144

ばーんあうと（バーンアウト）   165

はいえん（肺炎）   109



211

はいかい（徘徊）   145

はいがい（背臥位）   42

はいかつりょう（肺活量）   96

はいきしゅ（肺気腫）   109

はいけいいんし（背景因子）   26

はいけっかく（肺結核）   110

ばいすてぃっくのななげんそく（バイス

ティックの 7原則）   40

はいせつ（排泄）   57

はいぜん（配膳）   49

ばいたるさいん（バイタルサイン）   77

はいにょう（排尿）   58

はいぶ（背部）   88

はいべん（排便）   58

はいようしょうこうぐん（廃用症候群）   124

はきけ（吐き気）   124

はくせん（白癬）   110

はくないしょう（白内障）   110

はっかん（発汗）   96

ばっきょ（抜去）   124

はったつしょうがい（発達障害）   154

はつねつ（発熱）   124

はつわ（発話）   40

はなぢ（鼻血）   125

ぱにっくしょうがい（パニック障害）   154

ばりあふりー（バリアフリー）   8

ぱるすおきしめーたー（パルスオキシメー

ター）   169

はんざい（半座位）   42

はんしゃせいにょうしっきん（反射性尿失

禁）   125

はんしんまひ（半身麻痺）   158

はんしんよく（半身浴）   56

はんそくくうかんむし（半側空間無視）   154

はんだんのうりょく（判断能力）   8,191

ひ

ぴあ・かうんせりんぐ（ピア・カウンセリ

ング）   155

ぴーてぃー（PT）   34

ぴーてぃーえすでぃー（PTSD）   155

ぴーでぃーしーえー（PDCA）   65

ひーとしょっく（ヒートショック）   125

びーぴーえすでぃー（BPSD）   145

ひがいもうそう（被害妄想）   125

ひかそしき（皮下組織）   88

ひきど（引き戸）   46

びくう（鼻腔）   88

びくうないかくたんきゅういん（鼻腔内喀

痰吸引）   136

ひし（皮脂）   96

ひしけつぼうせいしっしん（皮脂欠乏性湿

疹）   110

びしゅっけつ（鼻出血）   125

ひしんぱんてきたいど（非審判的態度）   40

ひせいきこよう（非正規雇用）   12
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ひたい（額）   88

びたみん（ビタミン）   52

ひたん（悲嘆）   63

ひちんじゅつきおく（非陳述記憶）   165

ひっすあみのさん（必須アミノ酸）   52

ひつだん（筆談）   40

ひとめんえきふぜんういるす（ヒト免疫不

全ウイルス）   161

ひなんけいろ（避難経路）   36

ひにょうき（泌尿器）   97

ひふ（皮膚）   88

ひほけんしゃ（被保険者）   18

ひまつかんせん（飛沫感染）   70

ひみつほじ（秘密保持）   8

ひやりはっと（ヒヤリハット）   36

ひょうか（評価）   65

びょうげんたい（病原体）   161

びょうしき（病識）   77

ひょうじゅんか（標準化）   8

ひょうじゅんよぼうさく（標準予防策）   70

びょうじょう（病状）   77

ひょうひはくり（表皮剥離）   125

ひよりみかんせん（日和見感染）   161

ひらきど（開き戸）   46

びらん   125

ひんかい（頻回）   173

ひんけつ（貧血）   110

ひんにょう（頻尿）   125

ひんぱん（頻繁）   173

ひんみゃく（頻脈）   126

ふ

ふぁーらーい（ファーラー位）   43

ふあんかん（不安感）   165

ふぇいすしーと（フェイスシート）   72

ふぉーまるけあ（フォーマルケア）   8

ふおんじょうたい（不穏状態）   145

ふかんじょうせつ（不感蒸泄）   97

ふかんぜんまひ（不完全麻痺）   158

ふくあつ（腹圧）   97

ふくあつせいにょうしっきん（腹圧性尿失

禁）   126

ふくがい（腹臥位）   43

ふくこうかんしんけい（副交感神経）   97

ふくさい（副菜）   49

ふくさよう（副作用）   140

ふくしきき（福祉機器）   30

ふくしきこきゅう（腹式呼吸）   97

ふくしようぐ（福祉用具）   30

ふくしょく（副食）   49,192

ふくじん（副腎）   89

ふくじんひしつほるもんざい（副腎皮質ホ

ルモン剤）   136

ふくすい（腹水）   126

ふくつう（腹痛）   126

ふくぶ（腹部）   89
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ふくやく（服薬）   140

ふくよう（服用）   140

ふけつこうい（不潔行為）   145

ふけんせいかんせん（不顕性感染）   161

ふしゅ（浮腫）   126

ふずいいうんどう（不随意運動）   97

ふせいみゃく（不整脈）   126

ふぜんまひ（不全麻痺）   158

ふっとけあ（フットケア）   46

ふていしゅうそ（不定愁訴）   126

ぶどうとう（ブドウ糖）   52

ふふく（不服）   19

ぶぶんせいしき（部分清拭）   56

ふみん（不眠）   61

ふるえ   126

ふれいる（フレイル）   127

ぶろーかしつご（ブローカ失語）   155

ぶんぴつ（分泌）   97

へ

へいきんじゅみょう（平均寿命）   12

へいこうかんかく（平衡感覚）   97

へいこうきのうしょうがい（平衡機能障害）

   155

へいそくせいどうみゃくこうかしょう（閉

塞性動脈硬化症）   110

へいねつ（平熱）   77

ぺーすめーかー（ペースメーカー）   169

べーちぇっとびょう（ベーチェット病）   110

ぺぐ（PEG）   137

べんい（便意）   58

べんき（便器）   58

へんけいせいしつかんせつしょう（変形性

膝関節症）   110

べんしっきん（便失禁）   127

へんせい（変性）   173

べんぴ（便秘）   127

へんよう（変容）   173

ほ

ぼうこう（膀胱）   89

ほうしゅう（報酬）   19

ぼうにょう（乏尿）   127

ほうもんけいさーびす（訪問系サービス）   23

ぽーたぶるといれ（ポータブルトイレ）   58

ほきんしゃ（保菌者）   161

ほけん（保険）   19

ほけんきゅうふ（保険給付）   19

ほけんし（保健師）   35

ほけんしゃ（保険者）   19

ほけんりょう（保険料）   19

ほこうき（歩行器）   30

ほこうしょうがい（歩行障害）   110

ほこうほじょつえ（歩行補助つえ）   30

ほじ（保持）   166

ほそうぐ（補装具）   30
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ほちょうき（補聴器）   40

ほっさ（発作）   127

ほっしん（発疹）   127

ほっせき（発赤）   127

ほっと（HOT）   137

ぼでぃめかにくす（ボディメカニクス）   43

ほめおすたしす（ホメオスタシス）   97

ぼらんてぃあ（ボランティア）   24,193

ほるもん（ホルモン）   98

ま

まきづめ（巻き爪）   56

まさつ（摩擦）   46

まっしょうしんけい（末梢神経）   98

まひ（麻痺）   158

まんせい（慢性）   77

まんせいこうまくかけっしゅ（慢性硬膜下

血腫）   145

まんせいへいそくせいはいしっかん（慢性

閉塞性肺疾患）   111

み

みかく（味覚）   98

みじたく（身じたく）   56

みずぶくれ（水ぶくれ）   127

みとり（看取り）   63

みねらる（ミネラル）   53

みみあか（耳あか）   56

みみなり（耳鳴り）   127

みゃくはく（脈拍）   98

みらい（味蕾）   98

みんかん（民間）   19

む

むいしき（無意識）   166

むきしつ（無機質）   53

むくみ   128

むこきゅう（無呼吸）   128

むしば（虫歯）   111

むずむずあししょうこうぐん（むずむず脚

症候群）   111

むせこみ（むせ込み）   128

むねやけ（胸やけ）   128

むりょくかん（無力感）   166

め

めたぼりっくしんどろーむ（メタボリック

シンドローム）   111

めちしりんたいせいおうしょくぶどうきゅ

うきん（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）

   161

めっきん（滅菌）   70

めまい   128

めやに   128

めらとにん（メラトニン）   61

めんえきりょく（免疫力）   70
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めんたるへるす（メンタルヘルス）   8

も

もうしたて（申立て）   19

もうそう（妄想）   128

もうまくしきそへんせいしょう（網膜色素

変性症）   111

もうまくはくり（網膜剥離）   128

もうろう（盲ろう）   155

もにたりんぐ（モニタリング）   65

ものわすれ（もの忘れ）   145

や

やくざいたいせい（薬剤耐性）   128

やけど   111

やもう（夜盲）   129

ゆ

ゆにばーさるでざいん（ユニバーサルデザ

イン）   9,194

よ

ようせいしょうじょう（陽性症状）   129

ようつい（腰椎）   89

ようつう（腰痛）   129

よか（余暇）   173

よくあつ（抑圧）   174

よくうつ（抑うつ）   145

よくせい（抑制）   174

よくよう（抑揚）   40

よご（予後）   77

よっきゅう（欲求）   166

よっきゅうかいそうせつ（欲求階層説）   166

よっきゅうふまん（欲求不満）   166

よぼう（予防）   36

よぼうせっしゅ（予防接種）   70

ら

らいふさいくる（ライフサイクル）   9

らいふひすとりー（ライフヒストリー）   9

らぽーる（ラポール）   9

り

りえき（利益）   9

りがくりょうほうし（理学療法士）   35

りしょう（離床）   46

りすく（リスク）   36

りすくまねじめんと（リスクマネジメント）

   36

りつあん（立案）   65

りつい（立位）   43

りはびりてーしょん（リハビリテーション）   9

りゅうちかてーてる（留置カテーテル）   169

りゅうどうしょく（流動食）   137

りょうしい（良肢位）   43

りようしゃ（利用者）   24

216

りようしゃしゅたい（利用者主体）   9

りょうせい（良性）   77

りょうよう（療養）   77

りょくないしょう（緑内障）   111

りんじゅう（臨終）   63

りんぱ（リンパ）   98

りんぱかん（リンパ管）   98

りんり（倫理）   9

りんりこうりょう（倫理綱領）   10

れ

れいかん（冷汗）   129

れすとれすれっぐすしょうこうぐん（レス

トレスレッグス症候群）   112

れすぱいと・けあ（レスパイト・ケア）   10

れびーしょうたいがたにんちしょう（レ

ビー小体型認知症）   145

れむすいみん（レム睡眠）   61

れんけい（連携）   35

ろ

ろうあ   155

ろうがん（老眼）   98

ろうし（老視）   98

ろうじんせいひふそうようしょう（老人性

皮膚掻痒症）   112

ろうどうしゃさいがいほしょうほけん（労

働者災害補償保険）   19

ろうはいぶつ（老廃物）   99

ろーびじょん（ロービジョン）   155

ろっこつ（肋骨）   89

ろむ（ROM）   137,195

わ

わーきんぐめもりー（ワーキングメモリー）

   166

わーくらいふばらんす（ワークライフバラ

ンス）   10

わきのした（わきの下）   89
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