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に使えるのか？　3. ALPやγGTPはどんな指標として使えるのか？　4. 疾患別基本パターンの読
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Lecture：1. 単独ACTH欠損症　2. 下垂体卒中　おわりに
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	10.	 自己抗体はどう使う？… …………………………………中西研輔，金城光代… 100…（2434）
はじめに　1. どんな患者にオーダーすべきか？　2. スクリーニング検査として何を使うのか？　3. 
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はじめに　1. 腫瘍マーカーとは　2. 腫瘍マーカーの条件　3. 腫瘍マーカーの使用方法　Advanced 



Lecture：1. 腫瘍マーカーに関する最近の話題　2. バイオマーカー　おわりに

	12.	 グラム染色はどう使う？… ………………………………平島　修，藤本卓司… 112…（2446）
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はじめに　1. アレルギー疾患を疑ったら　2. RAST検査の使い方　Advanced Lecture：食物依存
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に注意すべきこと　おわりに
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…………………………………………………………………………………竹島太郎… 176…（2510）
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	 8.	 C. difficile 関連腸炎（CDAD）の診断について教えてください 
…………………………………………………………………………………本村和久… 181…（2515）

はじめに　1. C. difficile 関連腸炎の診断で重要なのはどんなこと？　2. C. difficile 関連腸炎って，
特殊な検査なしで臨床診断できるの？　3. 検査〜C. difficile 関連腸炎の検査戦略は？　Advanced 
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	 9.	 CRPが高値のときはどんな疾患を考えるのか？… ……………横江正道… 187…（2521）
はじめに　1. 高CRP血症をどう紐解くか？　2. CRPは感染症診療で有用なのか？　3. CRPで細
菌感染症とウイルス感染症を区別できるか？　4. CRPは全身状態の悪さの指標になるのか？     
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	10.	 San Francisco syncope ruleについて教えてください 
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はじめに　1. 失神の鑑別疾患　2. ERで行う検査　3. San Francisco syncope rule（以下
SFSR）　Advanced Lecture：心血管性失神の見逃しに注意！　おわりに

	11.	 PSA値の意味するものは？……………………………………………宮田靖志… 197…（2531）
はじめに　1. 実際の臨床で前立腺癌にどの程度遭遇するのか　2. PSAの診断特性　3. 年齢別の
PSA基準値　4. 基準値PSA＜4 ng/mLならひとまず安心してよいか？　5. PSAの値と進行
度　Advanced Lecture：1. 前立腺癌の検診をどうするか　2. PSAの値が微妙なとき，free/total 
PSAが有用な可能性がある　おわりに

	12.	 感染性心内膜炎を疑った際の心エコーの有効な使い方を教えてください 
…………………………………………………………………………………吉田路加… 202…（2536）

はじめに　1. 感染性心内膜炎における心エコーの診断特性　2. 心エコーによる予後の予測　3. 合
併症の評価　Advanced Lecture：ペースメーカやICDなどの心内機器に関する心内膜炎の診断　お
わりに

	13.	 β-D-グルカンの真菌感染症に対する診断特性は？… ………上田晃弘… 210…（2544）
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はじめに　尿中抗原検査の特徴とピットフォール　おわりに
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第４章　Advanced	Lecture：トピックスとなっている検査

	 1.	 急性冠症候群における血中心筋トロポニンの診断特性は？ 
…………………………………………………………………………………佐藤幸人… 224…（2558）

はじめに　■ 心筋トロポニン測定の実際　おわりに

	 2.	 心不全に対する血中BNPの診断特性は？…………………………上野勝則… 230…（2564）
1. 心不全の臨床診断　2. ナトリウム利尿ペプチド系　3. 呼吸困難とBNP　4. BNP値に影響を与
える因子　5. 収縮機能障害性心不全と拡張機能障害性心不全　6. 予後判定　7. 治療効果　8. 心不
全の臨床診断　おわりに

	 3.	 抗CCP抗体の診断特性は？… ………………………………………西村邦宏… 236…（2570）
はじめに　1. 開業医の先生からの紹介状　2. RF陽性ならリウマチ？　3. 抗CCP抗体の有用性　お
わりに

	 4.	 プロカルシトニンの臨床的意義は何か？ 
…………………………………………………………………内田大介，岩田健太郎… 241…（2575）

はじめに　1. さて，プロカルシトニンとは何であろうか　2. 細菌感染症にCRPとPCTのどちらが
いいのであろうか　3. PCTを実臨床の場でどう用いるか　3. PCTの問題点とは何であろうか　お
わりに

	 5.	 QFTはどう使う？ 
…………………………………………………………………岩田健太郎，土井朝子… 246…（2580）

はじめに　1. QFTとは（ややこしいぞ！）　2. 肺結核疑いの患者にQFTは使えるか　3. 潜在性結
核疑いの患者にQFTは使えるか　4. 曝露後精査にQFTは使えるか　5. QFTの問題点

	●	索引… ……………………………………………………………………………………………… 250…（2584）

■ 各原稿中に示した難易度について
本書では，各原稿の最初のページに，難易度を A，B，C の３段階で示しています．A から始まり B，
C と進むごとに，難易度が高くなります．本書を読み進める際の参考としていただけますと幸いです
（これらの難易度はあくまで目安としてお使いください）．


