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標準予防策──────184
フォーリーカテーテル─ 73
不活化ワクチン────158
腹臥位管理────── 54
腹腔穿刺───────109
腹腔内圧───────109
副作用────────181
副子─────────211
プリックテスト──── 45
ブルンストロームステージ
　──────────174
分泌物──────── 35
閉塞部位───────122
ヘパリン───────118
ベロ毒素───────194
ペン型注射器─────133
ベンチュリマスク───143
ベンチレーター────145
縫合────── 197, 204



220 臨床研修イラストレイテッド   １ 基本手技［一般処置］

包帯─────────209
訪問看護───────179
訪問診療───────179
訪問リハビリテーション
　──────────179
ポケット───────171
ポジショニング──── 55
ポピドンヨード──── 10
ホルマリン──────121

 ま 
麻疹排除計画─────162
麻酔薬アレルギー───118
滅菌───────── 10
毛細管血採血───── 19
毛細管血の特徴──── 21

 や 
薬剤アレルギー── 46, 48
誘発試験─────── 48
輸液───────── 84
輸液路──────── 44
輸血───────── 87
輸血関連急性肺傷害── 89
溶血性尿毒症症候群──195
腰椎穿刺─────── 97
翼状針──────── 76
予防接種
　小児────────158
　海外渡航者─────165
予防接種後副反応報告制度
　──────────163
予防接種不適当者
　─────── 158, 163
予防接種要注意者
　─────── 158, 163
予防接種ワクチン─── 24

 ら 
ラセン巻き──────209
ラトリング────── 51
卵巣嚢腫───────114
リザーバーシステム──144
リザーバーつき鼻カニューレ
　──────────140
リザーバーつきマスク─144
リハビリ───────174
留置針────── 76, 77
良肢位───── 210, 212
良肢位保持────── 60
良肢位の選択───── 60
ルアーロック式注射器─ 27
老老介護───────180

１類疾患───────162
２関節固定──────212
２類疾患───────162
８の字巻き──────210

 A 
ABO不適合輸血 ─── 89
ACBT ──────── 51
AIDS ────────192
air leak ───────108
ARDS ────────148
as is prick test ──── 47
AUC ────────182
auto―PEEP ─────150

 B，C 
B型肝炎ウイルス ───186
Barthel index ────175
C型肝炎ウイルス ───186
CO2 ナルコーシス
　─────── 144, 156

 D，E 
double―blind，placebo―con-
trolled food challenge
　────────── 49
drug fever ──────183
EHEC O157 ─────194
empiric therapy ───182

 F，H 
FIM ─────────175
HBIG ────────187
HBV ────────186
HBVワクチン ────187
HCV ────────186
HIV感染対策 ────192
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