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1 前頭葉

2 頭頂葉

3 側頭葉

4 後頭葉

本号では、脳神経疾患患者さんにかかわる看護師にとって必須の解剖・疾患・治療について、必要な知識を網羅的に

取り上げます。誌面はノート（手書き）風で、親しみやすさをプラスしたつくりです。1章では、疾患を理解するうえで必要

な解剖・機能の知識を解説し、2～8章以降では、脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、機能性疾患、神経変性疾患、炎症

性疾患、認知症に分類し、それぞれの疾患について、病態生理、検査画像と症状、治療、合併症などについて、紹介

します。

5 小 脳

6 視 床

7 視床下部・下垂体

8 脳 幹

1章 解剖・機能のおさらい これだけ

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：解剖・機能）

特集

布川知史 近畿大学医学部脳神経外科 医学部講師

髙橋 淳 近畿大学医学部脳神経外科 主任教授

2章 脳血管障害

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：脳血管障害）

1 脳梗塞（ラクナ梗塞・アテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓症）

2 脳出血

3 くも膜下出血（破裂脳動脈瘤）

4 未破裂脳動脈瘤

5 脳動静脈奇形

6 もやもや病

近畿大学医学部脳神経外科 医学部講師

西村真樹 福井赤十字病院脳神経外科 部長

櫛 裕史

濱野栄佳 国立循環器病研究センター脳神経外科

辻 潔

国立循環器病研究センター脳神経外科

池堂太一 国立循環器病研究センター脳神経外科
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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（カバー） 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）

195×162

220×150
105×150

【枠罫あり】

記事中※ カラー 1頁 160,000 257×182 【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）。
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森田健一 新潟市民病院脳卒中科 部長

吉岡宏真

眞田寧皓

吉岡宏真 近畿大学医学部脳神経外科 医学部講師

近畿大学医学部脳神経外科 助教

奥田武司

近畿大学医学部脳神経外科 准教授

7 頚動脈狭窄症

8 硬膜動静脈瘻

3章 脳腫瘍

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：脳腫瘍）

1 髄膜腫

2 下垂体腺腫

3 聴神経腫瘍（前庭神経鞘腫）

4 神経膠腫

5 転移性脳腫瘍

4章 頭部外傷

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：頭部外傷）

1 急性硬膜下血腫

2 急性硬膜外血腫

3 慢性硬膜下血腫

4 脳挫傷

5 びまん性軸索損傷

5章 機能性疾患

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：機能性疾患）

1 てんかん

2 正常圧水頭症

3 顔面けいれん

4 三叉神経痛

奥田武司 近畿大学医学部脳神経外科 医学部講師

近畿大学医学部脳神経外科 医学部講師

近畿大学医学部脳神経外科 医学部講師

宮内正晴

古川健太郎

宮内正晴

中野直樹

眞田寧皓

近畿大学医学部脳神経外科 助教

近畿大学医学部脳神経外科 助教

近畿大学医学部脳神経外科 准教授

近畿大学医学部脳神経外科 准教授
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6章 神経変性疾患

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：神経変性疾患）

1 パーキンソン病

2 多系統萎縮症

7章 炎症性疾患

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：炎症性疾患）

1 多発性硬化症

2 重症筋無力症

8章 認知症

ポイント凝縮5分でわかるプチセミナー（総論：認知症）

1 アルツハイマー型認知症

長谷部祥子

濱谷美緒

芦田真士

齊藤 聡

鷲田和夫

大阪赤十字病院 脳神経内科

京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点

特定助教

京都府立医科大学 神経内科 病院助教

国立循環器病研究センター脳神経内科

国立循環器病研究センター脳神経内科 医長

読者ターゲット 脳神経外科看護スタッフはじめ研修医、専門医、リハビリ担当スタッフ

急性期からリハビリまで、幅広い関わりを持つナースが看護機器を実質、選定しています。ＡＤポイント

2 血管性認知症

3 レビー小体型認知症
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