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4章 下肢切断の基礎知識と要注意ポイント

A 下肢切断の基礎志智紀

A-1 切断の原因と病態生理

A-2 おもな切断部位と義足の種類

B 下肢切断のリハ看護・ケアと退院指導

B-1 切断した下肢のケア

B-2 切断していない下肢のケア

【コラム】幻肢痛
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整形外科病棟 主査

読者ターゲット 回復期を中心としたリハビリテーション病棟に勤務する看護師をメインターゲットに、
若手医師、セラピスト、ケアワーカー、MSWなど多職種も含む

本書の概要 入院中の患者さんの身体管理は回復期リハナースの役割の一つだですが、退院後、患者さんや

ご家族は自分たちで身体管理を行わなければなりません。そのために必要な知識や手技などに

ついて、入院中に自分たちを見守ってくれた看護師から教えてもらえれば、患者さんやご家族に

とってこれほど安心なことはないでしょう。本増刊では、回復期リハナースが自信をもって、身体

管理・健康管理を指導できるために必要な疾患や症状の知識や手技などを解説します。
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