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岡元るみ子
三浦里織

プランナー：

Part1 がん患者さんの発熱の考えかたと今

千葉西総合病院 腫瘍内科部長／外来化学療法センター長
東京都立大学 健康福祉学部 看護学科 人間健康科学研究科
看護科学域 准教授

近年、新型コロナウイルスの感染対策により、臨床現場では発熱について敏感になっています。がん患者さんの発熱は、

感染症に限らず、薬剤熱、腫瘍熱、免疫関連副作用など、原因はさまざまです。それゆえ、患者さんの発熱は臨床現場の

看護師にとって頭を悩ませる問題となっています。本特集では、発熱の基礎知識、さまざまな事例から、患者指導の方法、

電話問い合わせの際のアセスメントなど、がん患者さんの発熱時の対応について紹介します。

①がん患者さんの発熱を考える

Part2 11のシチュエーションから学ぶ「よかった」「悩んだ」事例

【がんによる発熱】

岡元るみ子 千葉西総合病院 腫瘍内科部長／外来化学療法センター長シチュエーション①：腫瘍熱

シチュエーション②：がんによる圧迫、閉塞による発熱

【がん治療による発熱】

三浦里織 東京都立大学 健康福祉学部 看護学科 人間健康科学研究科

看護科学域 准教授

シチュエーション③：殺細胞性抗がん薬による発熱

シチュエーション④：抗体薬による発熱

シチュエーション⑥：放射線治療による発熱

シチュエーション⑦：手術治療による発熱

【感染による発熱】

シチュエーション⑧：発熱性好中球減少症（FN）による発熱

岡元るみ子 千葉西総合病院 腫瘍内科部長／外来化学療法センター長

定免 亨

第1特集

武井大輔 埼玉県立がんセンター 薬剤部

宮澤真帆 東京都立多摩総合医療センター がん専門薬剤師

シチュエーション⑤：免疫チェックポイント阻害薬による発熱

田中陽子

峯村信嘉 社会福祉法人三井記念病院 総合内科 科長

がん・感染症センター 都立駒込病院 放射線治療部／

がん放射線療法看護認定看護師

医療法人徳洲会千葉徳洲会病院看護部／

がん化学療法看護認定看護師

②COVID-19でかわった臨床現場の発熱対応とかかわり

   ～看護師の視点～

小林智 神奈川県立がんセンター 消化器内科・外科 消化器内科医長

三石晃代 東京都立墨東病院 看護部／集中ケア認定看護師
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シチュエーション⑨：肺炎による発熱

髙野利実プランナー： がん研有明病院 乳腺センター 乳腺内科部長

細見幸生

平原佐斗司

田村 翼

菊池早輝子

髙野利実

県立広島病院 臨床腫瘍科外来／がん化学療法看護認定看護師

がん研有明病院 乳腺センター 乳腺内科部長

第2特集

私たちはここをみる 髙野利実
東 千絵

馬城はるか
厚坊浩史

がん研有明病院 乳腺センター 乳腺内科部長

がん研有明病院／乳がん看護認定看護師

がん研有明病院 運動器リハビリテーション室 副技師長／理学療法士

がん研有明病院 腫瘍精神科／臨床心理士

がん・感染症センター 都立駒込病院 呼吸器内科部長

東京ふれあい医療生協梶原診療所在宅総合ケアセンター長

日立総合病院 看護部／がん化学療法看護認定看護師

シチュエーション⑩：デバイスが原因の感染による発熱

【進行難治性がんの発熱】

シチュエーション⑪：在宅療養中の発熱

Part3 基本をおさえる！ 患者説明に役立つ基礎知識

お役立ち①：発熱時の電話対応ガイド（ダウンロードシート）

お役立ち②：COVID-19禍での患者指導の工夫

看護師に伝えたい！乳がん治療の今と最新トピックス

個別性の高いがん患者さんのなかでも、乳がん看護は個別医療だと言われます。最新の診断技術や個々の患者さんの

遺伝子状況などを踏まえ、患者さんにとって最適な治療が行われます。乳がん患者の治療経過は約10年に及ぶこともあ

り、その間、看護師は患者さんに寄り添い伴走し、患者さんのQOL向上のために支援します。本特集では、看護師に学ん

でほしい乳がん治療の最新情報を冒頭に、ひとつの症例から、理学療法士、臨床心理士など多職種がどのように乳がん

患者さんの治療にかかわっていくのかを紹介します。

香取哲哉 千葉西綜合病院 薬剤部 主任／がん薬物療法認定薬剤師

お役立ち③：がん患者さんを感染症から守ろう

                  ～がん患者とワクチン～

お役立ち④：薬剤熱に注意すべき薬リスト（ダウンロードシート）

お役立ち⑤：ここまでみよう！血液検査

沖中敬二 国立がん研究センター東病院 総合内科医長

香取哲哉

香取哲哉

千葉西綜合病院 薬剤部 主任／がん薬物療法認定薬剤師

千葉西綜合病院 薬剤部 主任／がん薬物療法認定薬剤師
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連載
・がん患者のスキンケアビジュアルガイド

・患者指導Q＆Aつき 最新チューモク薬

杉本はるみ（愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター／

皮膚・排泄ケア認定看護師）

金子 健（慶應義塾大学病院 薬剤部 緩和ケアセンター専任薬剤師／

緩和医療暫定指導薬剤師）

・３分で読める イマドキ口腔ケア 廣瀬知二（医療法人伊東会伊東歯科口腔病院 訪問診療部長／歯科医師)

乳がん看護認定看護師の視点◆

患者さんと伴走し困りごとは各職種につなげる

理学療法士の視点◆

退院後の生活を見据えた運動療法とリハビリテーション

臨床心理士の視点◆

社会や家庭で大きな役割をもつ患者さんへの心の支援

患者さんへの説明シート①

日常生活で意識してほしい清潔・保湿・保護

東 千絵 がん研有明病院／乳がん看護認定看護師

佐伯やよい がん研有明病院／外来看護師

患者さんへの説明シート②

早期回復のために！レベル別リハビリテーション

馬城はるか がん研有明病院 運動器リハビリテーション室 副技師長

厚坊浩史 がん研有明病院 腫瘍精神科

一般病院の看護師、専門病院の看護師、ジェネラリスト、スペシャリスト。
がん看護に携わるすべての看護師。

がん対策推進基本計画が動いている現在、看護力の育成が求められています。本誌はがん看護

に携わる看護師の“声”にお応えし①がん看護に必要な知識を過不足なく、わかりやすく、②現場

で役立つスキルをすぐに使える形で、③プロとして押さえておきたい情報を整理して、お届けしま

す。脱毛や皮膚障害に行うヘアケア・メイクアップ等、アピアランス支援にも注力されるなど、関連

商品のPRに最適な媒体です。

ＡＤポイント

読者ターゲット

馬城はるか がん研有明病院 運動器リハビリテーション室 副技師長

広告締切 2022.5.30申込締切日： 2022.5.30版下出版社必着：4C 2022.6.101C 2022.6.15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

22M253/3ページ

●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※ 1頁 160,000 257×182カラー 【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）。

目次裏 カラー 1頁 180,000 257×182 【断ち切り】

(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

目次下 カラー 1/3頁 100,000 70×150


