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目次

3．血算

（1）白血球（分画含む）
（2）赤血球、ヘモグロビン、Ht

（3）血小板

1．バイタルサイン

（1）呼吸数

（2）SpO2

（3）血圧

（4）脈拍

（5）意識レベル

（6）体温

横山和久 伊東市民病院 救急科 科長

2．血液ガス

（1）PaO2

（2）pH

（3）PaCO2

（4）HCO3

（5）BE

（6）乳酸値
（7）Na
（8）K
（9）Cl
（10）Ca

第1章 検査値ディクショナリー

4．凝固系
（1）PT％、PT-INR
（2）APTT

（3）フィブリノゲン
（4）FDP

（5）Dダイマー

吉野 匠 山梨県立中央病院 救急科

神宮司成弘 名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学

病院講師

山口勝一朗 前橋赤十字病院 高度救命救急センター

広告締切 2021.2.26申込締切日： 2021.2.26版下出版社必着：4C 2021.3.111C 2021.3.16綴込

1/4ページ

◇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
21J18

●広告原稿は完全データでお願いします。

広告料
（税抜き）

(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

掲載面 刷色 スペース 料金

表4 カラー 1頁 300,000
表2 カラー 1頁 280,000
表3 カラー 1頁 250,000

記事中 1色 1頁 80,000
記事中 1色 1/2頁 50,000
綴込 1枚 100,000

サイズ（mm）

205×172
257×182
257×182

220×150
105×150

仕上がりに天地左右3mm

タチシロありの印刷物

【断ち切り】

【断ち切り】

【断ち切り】

257×182 【断ち切り】1頁カラー記事中 160,000



鈴木裕之編集： 前橋赤十字病院 高度救命救急センター 副部長

ページ約発行 部頃発売予定（ ）B5判

9．敗血症マーカー

（1）プロカルシトニン

（2）プレセプシン

8．心臓系検査

（1）トロポニン

（2）CK（CK-MBを含む）

（3）BNP

6．腎機能

（1）Cr、クレアチニンクリアランス

（2）BUN

7．炎症反応

（1）CRP

5．肝胆膵機能

（1）AST

（2）ALT

（3）ビリルビン（T-Bil、D-Bil、I-Bil）

（4）ALP

（5）γ-GTP

（6）アンモニア

（7）LDH

（8）AMY（P-AMYを含む）

菊谷祥博 中通総合病院 救急・総合診療部救急科 統括科長／

診療部長

菊谷祥博 中通総合病院 救急・総合診療部 救急科 統括科長／
診療部長

10．尿検査

（1）尿沈渣

（2）尿定性検査

（尿比重、尿pH、尿蛋白、尿糖、尿中ケトン体など）

蓮池俊和 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 副医長

永山 純 鹿児島県立大島病院 内科 医長

堀口真仁 京都第一赤十字病院 救急科 副部長

小松 守 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総合診療科
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11．薬毒物検査

（1）エタノール血中濃度

（2）トライエージとアキューサイン

12．感染症抗原検査

（1）インフルエンザ抗原

（2）溶連菌抗原

（3）肺炎球菌尿中抗原

（4）レジオネラ尿中抗原

14．細菌学的検査

（1）喀痰培養（抗酸菌培養を含む）とグラム染色（抗酸菌染色）

（2）尿培養とグラム染色

（3）血液培養とグラム染色

（4）髄液培養とグラム染色

15．輸血検査

（1）血液型検査、不規則抗体検査、交差適合検査

蓮池俊和 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 副医長

第2章 検査値ケーススタディ

1．頭痛

2．意識障害

3．失神

4．痙攣

6．胸痛

7．動悸

白戸康介 相澤病院 救急科 医長

土方利之 板橋中央総合病院 救急科 医長

菊川哲英 厚生連高岡病院 救命救急センター

小松 守 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総合診療科

5．脱力、しびれ 吉野 匠 山梨県立中央病院 救急科

西村朋也 前橋赤十字病院 高度救命救急センター

13．髄液検査

（1）細胞数、分画、糖など

水野雄太 前橋赤十字病院 高度救命救急センター

水野雄太 前橋赤十字病院 高度救命救急センター

田中由基子 筑波メディカルセンター 救急診療科 医長

岡島真里 埼玉石心会病院 腎臓内科 医長

堀口真仁 京都第一赤十字病院 救急科 副部長
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読者ターゲット 主に、救急部門の中堅から認定クラスの看護師と若手医師。

本書の概要
救急医療・看護の実践に役立つ、「検査値」の知識を網羅した1冊です。救急医療における検査データの解釈

に必要な基礎知識をコンパクトにまとめ、症例を通して、症状・所見から疾患・病態を類推し、必要な検査を選

択するための知識が身につく内容です。また、ウィズコロナ時代の救急医療現場における、SARS-CoV-2感

染疑いのある人に対する検査の進めかた、検査時の注意点を学べます。

8．呼吸困難

9．せき、痰

10．喀血

11．吐血下血 土方利之 板橋中央総合病院 救急科医長

田中由基子 筑波メディカルセンター 救急診療科 医長

山口勝一朗 前橋赤十字病院 高度救命救急センター

12．腹痛

13．嘔吐下痢

14．腰背部痛

杉浦 岳

白戸康介

杉浦 岳

前橋赤十字病院 高度救命救急センター

相澤病院 救急科 医長

前橋赤十字病院 高度救命救急センター

15．血尿

16．発熱

17．ショック

付録動画 ウィズコロナでの検査

小松 守 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総合診療科

菊谷祥博

山田 宗

藤井 遼

畠山淳司

中通総合病院 救急・総合診療部 救急科 統括科長／

診療部長

済生会宇都宮病院 救急・集中治療科

済生会宇都宮病院 救急・集中治療科

東京医療センター 救命救急センター

西村朋也 前橋赤十字病院 高度救命救急センター
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