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には　4. 外傷による凝固障害の有無も評価を
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	 5.	 軽症の四肢外傷……………………………………………………………野村　悠… 147…（2101）
1. 四肢外傷の分類と定義　2. 診療手順：診察と検査　3. 診断　4. 治療　5. 整形外科緊急コー
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1. 病歴聴取　2. 診察　3. 検査　4. 処置・治療　5. 虐待　6. disposition（帰宅？ 入院？）　7. 事
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	 3.	 動物咬傷，異物刺入………………………………………………………小林哲士… 185…（2139）
1. いつ，どこで，何に咬まれた（何が刺さった）かを知る　2. キズを見て，触る　3. キズを徹底
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か？　2. ヘビ咬傷

	 4.	 宗教上の問題：輸血拒否… ……………………………………………田中　拓… 190…（2144）
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第5章　外傷見落としケースファイル
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…………………………………………………………………………………野村　悠… 196…（2150）

1. 脳震盪とは　2. 脳震盪の症状と診断　3. 脳震盪管理と競技復帰プロトコール

	 3.	 画像読影はポイントを絞りつつ網羅的に見よう！………………宮道亮輔… 200…（2154）
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	 6.	 高齢者の安定型骨盤骨折に注意すべし！… ……………………松井健太郎… 211…（2165）
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