
山崎元靖 済生会横浜市東部病院 副院長

ページ約発行 部頃発売予定（ ）巻 号 B5判

創刊35周年

特集

1 意識障害

2 偶発性低体温症

3 アナフィラキシー

4 失神 遠藤智之ほか 東北医科薬科大学 救急・災害医療学 病院教授

遠藤智之ほか 東北医科薬科大学 救急・災害医療学 病院教授

5 吐血

6 下血・血便

7 ショック 花木奈央ほか 大阪大学 医学系研究科 公衆衛生学教室

8 腰背部痛

9 めまい 鈴木 諭

10 頭痛

11 上気道閉塞・窒息

花木奈央ほか 大阪大学 医学系研究科 公衆衛生学教室

12 熱中症・高体温

町田浩志

菅野 武ほか 東北大学 消化器内科・総合地域医療教育支援部

鈴木 諭

13 動悸（徐脈・頻脈）

14 胸痛

15 急性アルコール中毒

野田英一郎ほか 国立病院機構 九州医療センター 救命救急部長

野田英一郎ほか

田村雄一ほか

田村雄一ほか

伊藤壮一ほか

国立病院機構 九州医療センター 救命救急部長

国際医療福祉大学医学部 循環器内科 教授

国際医療福祉大学医学部 循環器内科 教授

麻生総合病院 救急総合診療科 救急科部長

16 排尿障害・尿閉

佐藤朝之ほか 市立札幌病院 総合臨床センター 部長

菅野 武ほか 東北大学 消化器内科・総合地域医療教育支援部

伊藤壮一ほか 麻生総合病院 救急総合診療科 救急科部長

国立病院機構高崎総合医療センター 救急科部長

利根中央病院 総合診療科 救急科 科長

利根中央病院 総合診療科 救急科 科長
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〒105-0013
東京都港区浜松町1-12-9 第一長谷川ビル2F
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●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。

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】

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）。
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連載

「e-log ―ターニングポイントな1日―」 中田徹朗 宝塚市立病院 救急看護認定看護師

「救急現場ですぐに使える処置時の鎮痛・鎮静」 乗井達守 Department of Emergency Medicine, University of New Mexico

「Burnoutしない！させない！ 医療者教育の最前線」

「病院・部署・地域…救急の認定看護師は、どう動く?」

小出智一

舩越 拓

東京ベイ・浦安市川医療センター 救急外来看護師

（ICLSインストラクター）

同 救急集中治療科部長（医学教育学会認定教育専門家）

植木大輔 加納総合病院 HCU兼救急外来 救急看護認定看護師

「“5M”でわかる！ Dr. 許の高齢者救急」 許 智栄 神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター

読者ターゲット 救急領域の中堅～認定看護師クラスの看護師、および救急医をめざす研修医、

救急領域の若手医師

創刊35年目。迅速な判断、的確な処置と、「チーム医療」が求められる救急現場。
読者ターゲットは医療従事者すべてと幅広く、関連商品のPRには格好の媒体です。

ADポイント

特別企画

「救急救命士の業務拡大 －救急救命士法 改正で、救急外来はどう変わる？」

1 改正 救急救命士法の概要 田中秀治

調整中

国士舘大学 大学院 救急システム研究科 教授
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