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自己血パッチ ………298, 299

172, 261

手術執刀時刻 ……………58

術後人工呼吸管理 ………212

術中不感蒸泄 ………139, 142

上気道感染 ………………34

自己調節鎮痛 ……………191

蛇管接続 …………………87

手術室入室 ………………86

術後早期離床 ……………271

術中モニター ……………64

上気道閉塞

自己調節能 ………………177

蛇管立て ………………72, 88

手術室入室時刻 …………58

術後体位

………221, 222, 234

術中輸液 ……………139, 189

上肢 …………………271, 272
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消毒薬 ……………………45
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手術範囲 …………………83
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重要臓器 …………………177

146, 147, 149, 157, 185, 200

……………56, 212

消化管潰瘍 ………………50

静脈留置針 …………274, 277

ジブカイン ………………302

手関節 ………………273, 278

術後 ………………………221

術中維持量 …………139, 141

消化管手術 ………………189
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術後管理
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――低下 ………………183
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…108, 121, 122, 149,
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心室自由壁破裂 …………215
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心室性頻拍 …………155, 350
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深部静脈血栓
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舌根沈下 ……41, 106, 167, 218,

上腕 ………………………74

深吸気

上腕挙上 …………………98
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初回投与量 ………………293
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心拍出量

絶飲食

初期設定値 ………………93
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舌根部 …………………72, 87
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心筋壁
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心房粗動 ……………351, 352

整形外科 …………………202

接続不良 …………………171
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心筋保護 …………………355
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深麻酔 ……………………179

清潔操作 …………………94

舌肥大 ……………………241
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深麻抜管 …………………205
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説明・同意 ………………33

褥瘡 …………………135, 162

心筋抑制

腎症 …………………180, 181

信頼関係 …………………32

成人T細胞白血病 ………151
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精神症状 …………………342

……65, 69, 117, 329, 330, 331

……………297, 299, 306

精神状態 …………………58
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フライト …………………80

分配係数 …………………329
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