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森野禎浩 岩手医科大学 内科学講座 循環器内科分野 主任教授プランナー：

目次

2章 狭心症・心筋梗塞の診断・治療の流れ

【1項：検査・診断・治療はどのように進められるか？】

・フローチャートと解説

【2項：軽症患者さんの例をみてみよう】

・外来受診時の患者さんはどんな状態？

・運動負荷心電図・12誘導心電図検査を行う

・心臓カテーテル検査を行う

・心臓カテーテル治療を行う

・薬剤で治療する

【3項：重症患者さんの例をみてみよう】

・救急での対応はこうする！

・12誘導心電図検査を行う

・血液検査を行う

・心エコー図検査を行う

・胸部X線検査を行う

・心臓カテーテル検査を行う

・心臓カテーテル治療を行う

・冠動脈バイパス手術を行う

・薬剤で治療する

1章 狭心症・急性心筋梗塞ってどんな病気？

・どこが？どうなる？解剖からおさらい

・ACSを正しく説明できる？

・こんな症状が出る！患者さんはこう訴える！

・再発防止！治療したあとが大切

・一刻を争うＳＴ上昇型心筋梗塞
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兵庫医科大学病院循環器内科主任教授／診療部長
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新家俊郎 昭和大学医学部循環器内科学部門主任教授／診療科長

広告締切 2022.2.7申込締切日： 2022.2.7版下出版社必着：4C 2022.2.211C 2022.2.25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 21D09

(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）

掲載面 刷色 スペース 料金

表4 カラー 1頁 250,000
表2 カラー 1頁 230,000
表3 カラー 1頁 210,000

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】

記事中※ カラー 1頁 257×182 【断ち切り】160,000

※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）。



ページ約発行 部頃発売予定（ ）B5判

森野禎浩 岩手医科大学 内科学講座 循環器内科分野 主任教授プランナー：

3章 狭心症・心筋梗塞の検査

【1項：12誘導心電図】

・12誘導心電図でどのように心臓を観察するのか？

・狭心症では心電図はどうなる？

・心筋梗塞では心電図はどうなる？

・梗塞部位がわかる？

【2項：血液検査】

・H-FABP

・ミオグロビン

・心筋トロポニンT

・CPK-MB

・心筋トロポニンT

・心室筋ミオシン軽鎖I

【3項：画像検査】

・心エコー図検査

・胸部X線検査

【4項：心臓カテーテル検査】

・冠動脈造影検査・左室造影検査はどんな検査？

・血管内超音波（IVUS）はどんな検査？

・光干渉断層撮影法（OCT）はどんな検査？

・FFR・iFRってなに？

・血管内視鏡はどんな検査？

4章 心臓カテーテル治療とケア

【1項：心臓カテーテル治療の実際】

・PCIってなに？

・バルーンで広げる

・広げて支える：ステント

・けずる：ロータブレーター、ダイアモンドバック、DCA

・血栓を吸引する・フィルターで捕まえる

【コラム】特殊な機器で再開通：ELCA

芳沢美知子

小林欣夫 千葉大学医学部附属病院循環器内科 教授／科長

藤田英雄

坂倉建一

自治医科大学附属さいたま医療センター

循環器内科 教授

自治医科大学附属さいたま医療センター

循環器内科 准教授

滋賀医科大学医学部附属病院循環器内科 教授／

内科診療科群 主任診療科長

滋賀医科大学循環器内科 医員

中川義久

肥後洋祐

片岡 有

新井真里奈

国立循環器病センター冠疾患科 医長

国立循環器病センター循環器科

岩手医科大学附属病院内科学講座循環器内科分野
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【2項：心臓カテーテル治療のケア】

・治療前ケアはどうする？

・治療中のケアはどうする？

・どんな合併症が起こりうる？

・合併症が起きたらどうする？

・治療後の観察ポイントは？

阿古潤哉

國原 孝

中村 賢

5章 冠動脈バイパス術とケア

【1項：冠動脈バイパス術の実際】

・冠動脈バイパス術の適応患者さんは？

・冠動脈バイパス術はこのように行う

【2項：冠動脈バイパス術のケア】

・術前ケアはどうする？

・どんな合併症が起こりうる？

・合併症が起きたらどうする？

・術後の観察ポイントは？

6章 ICU・CCUケアの必須知識

・呼吸管理のポイント

・循環管理のポイント

・鎮静・鎮痛管理のポイント

・感染管理のポイント

・心筋梗塞の合併症と治療について知っておこう

・急性期に使用される薬剤を知っておこう

・急変時の対応はどうする？

7章 病棟での退院に向けてのケア

【1項：再発防止のための個別性をふまえたケア】

・患者さんの病態を把握しよう

・病棟ナースが知りたい服薬指導のポイント

・病棟ナースが知りたい食事療法

・患者さんの予後に影響大！

おさえておきたい生活指導のポイント

吉川智章

濱崎和也

北里大学病院循環器内科 科長

東京慈恵会医科大学心臓外科 主任教授

埼玉循環器呼吸器病センター心臓外科

佐藤直樹 かわぐち心臓呼吸器病院副院長

国立循環器病研究センター 看護部

国立循環器病研究センター 看護部
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読者ターゲット

本書の概要

循環器ケアに携わる新人・転科ナース、新人指導にかかわる先輩ナース

日本人の死亡原因の第2位を占める心臓病の約半数が狭心症や心筋梗塞などが原因であり、病棟・
救急・外来などで多くのナースがケアにあたります。循環器分野の王道ともいえる本疾患に関して、
看護師が知っておきたい知識をすべて盛り込んだ決定版ともいえる内容を目指します。解剖・疾患、
予防、心電図、心電図以外の検査・診断、薬物療法、カテーテル治療、手術、術後ケア、心リハなど、
発症する前段階から治療後の社会復帰まで網羅し、薬剤・治療の最新情報も含めて解説することで、
臨床現場のナースに役立つ一冊です。

岐阜大学医学部附属病院循環器内科 教授【2項：心臓リハビリテーション】

・心臓リハビリテーションってどんなもの？

・心臓リハビリテーションの効果は？

・急性心筋梗塞の心臓リハビリテーションの実際：

急性期/回復期/維持期

大倉宏之
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