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Babinski反射   179
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Chance fracture   223
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IABO   69
injury severity score   224
ISS   224
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trauma and injury severity score  
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胃腸炎関連けいれん   214
異物刺入   185
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気・胸・縦・横・骨・軟・チュ   27
気管切開   34
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軽症胃腸炎に伴う良性乳幼児けいれん  
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軽症頭部外傷   46, 122
軽症の腹部外傷   142
頸髄損傷   48
頸椎カラー   205
頸椎固定   86
頸椎損傷   83
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血管外漏出像   115
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肩甲骨回旋法   160
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高エネルギー外傷の機序   222
高流量酸素投与   88
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呼吸数   137
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極楽対応   78
骨髄穿刺   90
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鎖骨骨折   139
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事故予防   183
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児童虐待   183
児童虐待防止法   183
児童相談所全国共通ダイヤル   183
宗教的輸血拒否に関するガイドライン  
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重症頭部外傷   47
重症頭部外傷のCT   50
受傷機転   16, 59
出血斑   136
循環血液量減少性ショック   179
小児の跛行   215
初期評価   17
食道挿管   86

ショック   44, 216
ショックの早期認知   38
神経原性ショック   218
心損傷   104
診断書作成   153
心タンポナーデ   102, 221
心膜開窓術   104
垂直マットレス縫合   134
セカンドインパクト症候群   197
脊髄損傷   53
脊椎損傷   53
絶対的無輸血   190
切迫するD   26
全身観察   18
相対的無輸血   190

た行
第2段階読影   118
第一印象   23, 178
大泉門   181
大動脈閉塞カテーテル   69
脱臼   157
単独事故の6S   195
中心性頸髄損傷   204
中心性脊髄損傷   55
中等症頭部外傷   47
肘内障   161
腸間膜損傷   67
鎮静下挿管   34
デブリードマン   132
デルマトーム   56
頭位挙上   49
瞳孔所見   48
動態撮影   56
頭部外傷   44
頭部外傷の重症度分類   46
動物咬傷   185
徒手筋力テスト   56
ドリル式骨髄針   92

な行
二次性脳損傷   48
日本外傷データバンク   222
乳幼児揺さぶられ症候群   181
認知症患者   204
猫咬傷   187

脳震盪   196
脳震盪後症候群   197
脳震盪評価ツール   197
脳ヘルニア   45
脳ヘルニア徴候   47

は行
バストバンド   138
破裂骨折   54, 55
皮下気腫   137
非骨傷性頸髄損傷   218
脾損傷   65
ビデオ喉頭鏡   83
脾摘後敗血症   182
びまん性軸索損傷   50
不安定性   56
腹腔内損傷   143
不慮の事故   178
フレイルチェスト   61
閉塞性ショック   102
ヘビ咬傷   188
ボーラス投与   180
保温   181
ポリファーマシー   172

ま行
マニュアルジェットベンチレーター  
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マルチスライスCT   144
慢性外傷性脳損傷   197

や行
輸液療法   49
輸液路確保   90
用手気道確保   32
用手骨髄針   92
よちよち歩き骨折   215

ら行
良肢位   152
輪状甲状靭帯切開   33, 88
輪状甲状靭帯穿刺   33, 87
ロード&ゴー   16
肋骨骨折   138

わ行
若木骨折   182
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