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読者ターゲット

本書の概要

整形外科病棟・外来ナース、若手医師、研修医

2015年春季増刊「まるごと脊椎 これ1冊」は脊椎看護の解説書として好評を博していますが、刊

行から5年が経過し、新規手術・新規薬剤の登場に対応できなくなってきています。本書では、

最新版・パワーアップ版として、解剖・治療・看護という基本的な構成は踏襲しつつ、最新の手

術や器具の動向、より看護師が知りたい内容について追加を行い、脊椎看護の知識をバージョ

ンアップしております。

埼玉県済生会川口総合病院 看護部第5章 すべての術式に共通した術後看護・リハビリテーション

1．とくに気を付けたい脊椎術後合併症のポイント

（硬膜外血腫，静脈血栓塞栓症，髄液漏，C5麻痺，反回神経麻痺，

創部感染，移植骨の脱転など）

2．脊椎術後の日常生活の看護ポイント

    （食事介助，清潔介助，体位変換，車いす移乗，トイレ移乗など）

3．脊損患者に対する看護

4．脊髄腫瘍患者に対する看護

5．術後リハビリテーション
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