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特集1 外来担当する若手医師へ

特集2 外来担当する若手看護師へ

chapter 2〈排尿・蓄尿障害の訴え〉

特集3 「排尿回数が多い」という患者【昼間頻尿】

特集4 「就寝中に何度もトイレに行かないといけない」という患者【夜間頻尿】

特集5「体を動かしているときに尿が漏れる」という患者【腹圧性尿失禁】

特集6「トイレまで間に合わずに漏らしてしまう」という患者【切迫性尿失禁】

特集7「尿がたまると下腹部が痛い」という患者【間質性膀胱炎】

特集8「トイレに行ったのに、全部出た気がしない」という患者【前立腺肥大症】

chapter 3〈さまざまな自覚症状の訴え〉

特集9「排尿時に血が出て痛みがある」と訴える患者【膀胱炎】

特集10「排尿時の痛みと発熱」を訴える患者【急性腎盂腎炎】

特集11「腰の激痛」を訴える患者【尿路結石】

特集12 「陰嚢の痛み」を訴える患者【精巣捻転】
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特集13 「陰茎の発疹」を訴える患者【梅毒・ヘルペス】

特集15 「排尿時に突然血が出た」と訴える患者【膀胱がん】

chapter 1〈外来診療の極意〉
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特集14「会陰部の不快感」を訴える患者【前立腺症・慢性前立腺炎】
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chapter 4〈検診で指摘されたという訴え〉

特集16 「顕微鏡的血尿を指摘されて来院した」という患者【慢性腎臓病】

特集17 「膿尿を指摘されて来院した」という患者【尿道炎】

特集18 「PSA高値を指摘されて来院した」という患者【前立腺がん】

特集19 「腎偶発腫瘍を指摘されて来院した」という患者【腎細胞がん】
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読者ターゲット 泌尿器科のナース、若手医師、訪問看護師、介護福祉士。

創刊27年目。泌尿器科領域で唯一、医師と看護師が一緒に読める専門誌として読み継がれ
てきた『泌尿器Care&Cure Uro-Lo』は、さらにパワーアップします。チーム医療を見据えた本
誌は、機材や薬剤、排泄用具などの情報共有がこの一冊でできるため、関連商品の訴求力
に優れています。

ＡＤポイント

連 載 ◆臨床の場面をキリトル！

泌尿器科の医療器具・医療機器・医療製品・ケア用品一挙紹介

化学療法のレジメン別曝露対策 プラン・執筆：帶刀朋代ほか（東京医科大学病院 看護部 皮膚・排泄ケア認定看護師）

今本 敬 いまもと泌尿器科クリニック院長プランナー：

JOURNAL IN JOURNAL

1．漢方治療とは

2．蓄尿障害の漢方治療

3．排尿障害の漢方治療
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東邦大学医療センター大森病院泌尿器科

広告締切 2021.12.27申込締切日： 2021.12.27版下出版社必着：4C 2022.1.171C 2022.1.20綴込

◇https://www.medica.co.jp/ad/ の各誌「広告企画ダウンロード」から、この情報をPDFでダウンロードいただけます。

発行：株式会社メディカ出版
21N012/2ページ

(株)メディカ出版 総広告代理店

株式会社 メディカ･アド

〒105-0013
東京都港区浜松町1-12-9 第一長谷川ビル2F
TEL：03-5776-1853 FAX：03-5776-1854
担当：営業部

●広告原稿は完全データでお願いします。 ※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

広告料
（税抜き）

仕上がりに天地左右3mm

タチシロありの印刷物

掲載面 刷色 スペース 料金

表4 カラー 1頁 320,000
表2 カラー 1頁 240,000
表3 カラー 1頁 200,000

記事中 1色 1頁 80,000
記事中 1色 1/2頁 50,000
綴込 1枚 140,000

サイズ（mm）

205×172
257×182
257×182

220×150
105×150

【断ち切り】

【断ち切り】

【断ち切り】

記事中※ カラー 1頁 160,000 257×182 【断ち切り】

目次裏 カラー 1頁 180,000 257×182 【断ち切り】

※掲載場所指定は20％増の料金となります（記事中カラーのみ対応）。


