
救急資器材展2022
in TAKASAKI

（第30回全国救急隊員シンポジウム 併催展示会）

ガイドブック
https://shikizaiten.30takasaki99sympo.com/

会期：令和4年1月27日（木）～2月28日（月）
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アイ・エム・アイ株式会社
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-12
TEL: 048-988-4411　URL: https://www.imimed.co.jp/

■カプノメータ　マシモEMMA 
■アンブ蘇生バッグマークⅣおよびSPURⅡ 
■アンブパーフィットカラー 
■二次救命処置トレーニングマネキン　アンブマン2016
　アドバンス

　病院前から入院後まで。アイ・エム・アイは救急医療とこれに従
事する皆様を支援してまいります。
　アンブ蘇生バッグは、世界の救急現場で60年以上にわたり愛
用されている蘇生バッグです。
　アンブマン2016 アドバンスは、二次救命処置トレーニング用
マネキンです。ソフトウェアをマネキンに内蔵、アプリケーションの
ダウンロードは不要、操作デバイスも選びません。心電図モニタリ
ングや除細動など効果的なトレーニングとフィードバックをご提
供します。
　マシモEMMAは小型・軽量で携帯性に優れ、波形表示も付き、
救急現場でのカプノグラフィに適したカプノメーターです。

株式会社アイテックス
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田4F
TEL: 03-5436-6770　FAX: 03-6417-0260　URL: https://www.aitexinc.com

・救急隊感染防止衣
・感染対策防護服
・救急バッグ
・各種ボード
・不織布消耗品
・その他

　弊社は医療用不織布の製造メーカであり、感染対策製品を数
多く取り扱っております。
　その中でも、救急隊様向け感染防止衣は全国数多くの消防様
にご使用頂いております。
　感染防止衣の中でAITEX独自の製品として、背面に通気性の
高い素材を組み込んだ製品や、内側に保冷剤を収納できるポケッ
トの装備等、熱中症対策に重きを置いた感染防止衣を多数製造
しております。近年では、下衣の方にも通気性の高い素材を背面
に使用した製品を製造し数多くの消防様に導入頂いております。
その他にもお客様のニーズに合わせて様々なカスタマイズが可能
ですので詳しくは弊社までお問合せください。
　また、マスクやガウン、シーツ等、医療現場等でもご使用頂いて
いる、バリア性の高い感染対策製品や不織布消耗品を数多く取
り揃えておりますので、是非ご参照ください。



株式会社赤尾
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-13
TEL: 03-3832-2204　FAX: 03-3832-2207　URL: https://akao-co.com/product_category/category_07-2/

HALO（ヘイロー）は、N95よりもはるかに優れた防護性能で感
染から身を守れる「電動ファン付き呼吸用保護具」です。洗浄して
繰り返し使用可能。N95の在庫の悩みを解消します。国内の病院
では5000台以上が使用されています。
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株式会社アイテックス
〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15 ㈱市川精機内
TEL: 0428-21-0311　FAX: 0428-21-0313　URL: https://www.i-tex.co.jp 

　車両のリアウインド内側に設置するタイプのLED、ブラインド
型車両搭載情報板を中心に出展いたします。救急車や指揮車の
緊急走行中、搬送走行中の後方車両への安全対策、停車時の現
場の活動状況表示による近隣住民や走行中のドライバーの方々
へ、明確な情報告知を可能といたしました。近年多発しておりま
す災害時の耳の不自由な方々への目視での情報確認は、さらな
るバリアフリー化の一環として警告灯やスピーカー同様に必要不
可欠なアイテムであると考えております。車両の基本動作と連動
し、自動でLED表示できる「連動機能」が大変好評です。指揮車、
化学車、ポンプ車にも搭載可能な後部搭載型情報板も豊富なサ
イズを取り揃えております。

　弊社ではデモンストレーションにも伺います。
　（遠方の場合やご都合が合わない場合には製品の貸し出し、ま
たは地域協力店様よりのご案内が可能です）
　LED表示はカタログの写真を見るよりも是非実物をご覧いた
だき、輝度、文字の動き、大きさ、後方からの視認性などをご確認
いただく事をお勧めいたします。
　また、コントローラの操作性や大きさを確認して取り付け場所
等も具体的にイメージできます。
　デモの際には実際の救急車や指揮車にブラインド型情報板を
仮付けし、内側外側からどのように見えるのかもご確認できます。
　さらに、弊社デモ車両には起立展開型情報板やパトルーバー、
後部搭載型情報板なども搭載しておりますのでリアル展示会同
様にご覧いただけます。

救急用器材から救急車まで、何でも相談下さい。
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アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005
TEL: 03-3299-6751　FAX: 03-3299-6752　URL: http://www.accord-intl.com/

　サムスリングⅡ：骨盤骨折の疑いのある時に使用する。オートス
トップバックルが適正張力で締め付けを止め、確実に安全に骨盤
を固定する。
　NARターニケットCAT：世界中で最も広く使われているターニ
ケットのスタンダードで、ロッドで締め付け素早く確実に止血する。
　SAMターニケットXT：サムスリングのオートバックルを活かし
た構造でストラップを確実にロックし緩む心配がない。より早く、
確実に止血する。ロッドはアルミ製で折れる心配がなく強い力で
廻すことができる。
　ウォータージェル：熱傷の熱を素早く吸収しそれ以上の拡がり
を止める。痛みも和らげ安心感をもたらす。ヒアルロン酸が皮膚細
胞の損傷を最小限にし、治り早くなることを期待できる。

　アコードはアメリカから、病院前の救急資器材を輸入し15年に
なります。主に取扱う製造会社は、サムメディカル社（SAM）、ノー
スアメリカンレスキュー社（NAR）、ウォータージェル社（WJ）です。
メーカーからの製品に関する情報や文献などをできるだけ分かり
やすく伝えることに注力しています。
　また、購入前に実際に使用し検討していただくため、あるいは研
修会で製品が必要になることを考えデモ品を多く用意しています。
必要な際は気軽にお問い合せください。新型コロナ渦中ではあり
ますが、製品の説明が必要な際は、許す限り伺い説明とデモをし
たいと思っています。直接でも、販売店さんを通してでも、いつでも
お問合せください。

旭化成ゾールメディカル株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
TEL: 03-6205-4544　URL: https://www.ak-zoll.com/

　高崎市等広域消防局様でも採用頂いている携帯型モニタリン
グ機能付き除細動器のX Series。処置中の胸骨圧迫の質を確認
できるReal CPR Help、傷病者接触時から12誘導心電図のモニ
タリングと伝送が可能なRescueNet 12-Leadを搭載。プレホス
ピタル医療に特化した製品となっております。
　また、ポンプ車搭載用に特化した心電図表示機能を搭載し成
人/小児切替機能付きのAED 3 BLS、胸骨圧迫ヘルプ機能搭
載したAED 3、シナリオを設定して救命講習を行えるAED 3 ト
レーナーを展示いたします。

　ご好評頂いておりますモニター付き除細動器のX Series、その
他充実したAED製品を取り揃えております。昨年度販売のAED 
3 BLSに加え、非医療従事者向け自動除細動器AED３の販売を
開始しました。
　AED 3には胸骨圧迫ヘルプ機能、未就学児切替の機能の
他、心電図解析からショック実施まで最短4秒で行えるラピッド
ショックを搭載しております。同トレーナーは液晶ディスプレイが
搭載されており、講習中に実機同様の胸骨圧迫ヘルプ機能をご使
用頂けます。救命のシナリオも設定可能で、ご使用時のリモコン操
作が不要となっております。来年度はオートショックAEDを追加
し、より多くの選択肢をご提供できると考えております。
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株式会社イマジョー
〒544-0004 大阪府大阪市生野区巽北４丁目１２番３７号
TEL: 06-6754-5511　FAX: 06-6754-3111　URL: http://www.imajo.co.jp

　難燃性能や立体縫製、視認性など様々なご要望に対応すべく、豊富な
ラインナップにて対応させていただいております。近年の難題、感染症対
策における飛沫防止に最適なシールド付き保安帽や、軽量でありながら
高強度の「Ｐ－ＴＥＸ」を使用した耐刃ベストも取り揃えてます。
　製品サンプルもご用意できてますので、気になる商品は是非一度お手
元に。ご用命お待ちしております。

　【命を救う・命を守る】常に現場の最前線で活動する消防隊員の為に。
　安全性と機能性を兼ね備えた消防被服を開発し続けている会社です。
　救急隊員の方々には、地域性・勤務体系によって全国各地それぞれの
ニーズがあります。
　イマジョーはどんなニーズにも応えるべく、日々商品開発に取り組んで
います。
　今ある商品を完成形とせず、改良できる点を探求し続けます。
　現場で活動される隊員様のご意見を取り入れ更なる開発をしてまいり
ます。
　ご要望お待ちしております。

栄和産業株式会社
〒135-0033 東京都江東区深川1－1－5
TEL: 03-6458-5071　FAX: 03-6458-5120

　多機能プロフィールバッグは分離ブリッジにより、資器材を広
げ容易に取り出すことが出来ます。メインの収納が2つあるので、
非常に多くの資器材を収納することが出来ます。 
　多機能ナンバーワンバッグは多機能プロフィールバッグに比
べ、コンパクトな設計になっています。 
　両商品ともに表面は防水のターポリン製で、雨に強く屋外での
救助活動にも適しています。内側には色分けされた5つのポーチ
が付属しており、資器材を分けて収納することが可能です。側面
には小物を収納する2個のサイドポケットと、チューブ等の長物を
収納するサイドポケットがあり、正面には上下に2個のポケットが
あります。 

　栄和産業(株)は1971年の設立以来、ドイツ国ゼーンゲン社の
日本総代理店として、消防や病院、自衛隊などに資器材を供給し
ている医療機器製造販売会社です。
　ゼーンゲン社は1922年に創業し、ドイツ国内のみならず世界
各地で販売され、世界的に高い評価を受けている医療機器製造
会社です。
　今回のWEB展示会では、ゼーンゲン社の医療用バッグ4点を
紹介いたします。画像のみでは商品の特徴は分かりにくいと思い
ますので、「ダウンロード資料01」より医療用バッグのカタログを
併せてご覧ください。
　弊社では他にも様々な医療機器を販売しておりますので、ご質
問等ございましたらお気軽に「お問い合わせフォーム」よりご連絡
ください。

レスキューリュックサック 多機能プロフィールバッグ

多機能ナンバーワンバッグ エマージェンシーリュックサック
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株式会社関東小池
〒252-0332 神奈川県相模原市西大沼1丁目６番６号
TEL: 042-753-7531　FAX: 042-753-7538　URL: http://www.kantoukoike.co.jp/

・プロテクティブウェア 
・救急隊員用救急服 
・その他消防活動用品

　弊社は昭和24年1月創業以来、地元神奈川にて、官公庁のユ
ニフォームを主に営業を続けて参りました。
　救急・救助・活動ユニフォームにおいては、より安全で動きやす
い活動を支える為に「現場の声」を最大限に活かした開発にこだ
わって、今日に至ります。
　創業以来、築き上げたお客様との信頼関係の下、他社では出来
ない多種多様な要望にお応えし、日々挑戦し続けております。
　開発まで至った、各消防様の素晴らしいユニフォームの数々を
WEB展示にて展示しております。
　気になる製品ございましたら、お気軽にご相談ください。
　弊社は、今後も挑戦し続けます。
　皆様のご要望、心よりお待ちしております。

川上機工株式会社
〒370-0071 高崎市小八木町304-2
TEL: 027-361-6633　FAX: 027-362-4102　URL: http://www.kawakami-kk.co.jp/

　CT値でゴールが可視化されているオゾン除染装置BT088と、
効果のある低濃度オゾンを維持することで有人環境下でのウイル
スの不活性化を実現するBT03。そして同じくCT管理が出来るオ
ゾン水生成器BT-07CT。安心安全そして強力な唯一無二のオゾ
ン装置が、救急の現場をサポートします。

　BT-1システムについて知りたい、見たい、というご要望に各県
の担当者がお応え出来ます。お気軽にお問い合わせください。
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株式会社グッドケア
〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1丁目1-1 伊勢山ビル7B
TEL: 052-322-0627　FAX: 052-322-0640　URL: https://www.goodcare.jp/

　株式会社グッドケアです。 
　弊社は、既製品のモバイル端末を利用したプレホスピタル12誘導心電図伝送
のパイオニアです。 
　救急現場では、鮮明で診断が可能な高精度の12誘導心電図を、迅速に専門
医に伝送する事で早期治療に大変役立つ仕組みを構築する必要があります。 
脳卒中・循環器対策基本法が制定され、あらためて急性期での12誘導心電図の
伝送が見直されております。 
　弊社製品のNORAV社12誘導心電図伝送システム｢富士の国｣では、小型な
モジュールですが、ノイズに強い高性能なフィルターを装備しており、操作手順
も簡潔です。 

　弊社の最大の特徴は、伝送方式を選択出来ることです。 
　心電図伝送は、送信側である消防機関、受信側である医療機関の双方の連携
が重要になります。消防、病院それぞれの事情や要望を最大限に考慮したシステ
ムの構築が可能です。 
　選択出来ることにより、より広範囲なエリアを一つのシステムでカバーする事
ができます。 
　私どもグッドケアでは、12誘導心電図の伝送だけでなく、バイタル数値やその
他の付加価値を提供できる仕組みをつくりあげました。 
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株式会社 高 研
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14
TEL: 03-3816-3500　FAX: 03-3816-3570　URL: https://www.kokenmpc.co.jp/

セーブマンプロ

 　『セーブマンプロ』は救急救命処置や特定行為の訓練用モデル
『セーブマン』を構造から見直し、感触・肌触りを維持したまま使
い勝手を向上させました。
　また、胸骨圧迫と人工呼吸の評価機能を追加し、客観的評価
が可能になりました。訓練時の処置や操作を記録することがで
き、訓練後のフィードバックも可能です。
　更にタブレットPCの採用によって、バイタルサイン等の情報提
供量を充実させました。
　人形では表現の難しかったバイタルサインや身体所見が付属
のモニタータブレットから提示でき、様々な症例の想定訓練が可
能になります。
　デモや試用を承っておりますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
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コーケンメディカル株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5
TEL: 03-3811-7317　FAX: 03-3818-9168　URL: http://kohkenmed.co.jp

◆自動心肺蘇生器クローバー3000　胸骨圧迫機能は、同期
モード30：2非同期モード非同期モード120秒から選択でき
呼吸器機能も内臓しており確実な呼吸管理もできます。便利性
にも優れ専用ターポリン担架との併用でクローバーを患者様
に装着したまま階段搬送も可能です。　　　　　　　　　　　　　 

◆搬送用人工呼吸器アンサー　ＣＰＲに特化した機能を持ちＣ
ＰＲ手技をサポートするＣＰＲ同期/非同期を選択でき自動ス
タートができます。補助呼吸モードあり、患者様の自発呼吸の
タイミングに合わせて呼吸補助換気が可能です。

◆クローバー3000　　各救急隊によりスチエーションの異なっ
たＣＰＡ患者さんを想定し、クローバー3000を装着する訓練
の様子をビデオ放送致します 

◆人工呼吸器アンサー　穂儒換気モードＳＩＭＶの設定で自発
呼吸に同調して換気してくれる機能をマスクフィットで体験す
ることができます。 

◆新型イーバックッチェアーminiは、サイズがコンパクトになり座
面も平面でフットレストも付きましたので足元が安定して座る
ことができます。 

株式会社シグナル
〒733-0833 広島県広島市西区商工センター2-2-25
TEL: 0120-607-444　FAX: 0120-238-119　URL: https://www.signalos.co.jp/

　全国救急隊員シンポジウムの記念グッズをはじめ、救急隊員お
よび医療関係者向けの個人装備品、日々の活動をサポートする
ウェア＆グッズを国内外より多数取り揃えています。
　なかでも、災害医療現場で必要とされるものを積極的にリサー
チし、海外ですでに高い評価を得たものの、国内普及が十分でな
い商材に着目し、それを適正な価格で安定的に供給できる仕組
み作りに注力しています。
　近年では、現場に駆けつける隊員たちの安全を確保するために
用意したアイテムが、消防機関のみならず自主防災団体など一般
の方からもその有効性において引き合いをいただいています。

　株式会社シグナルは、毎号約5万部発行の消防向け通販カタ
ログ「FIRE RESCUE EMS」や新商品が豊富なオンラインショッ
プなどを通じ、主に消防職員（救急隊員）、消防団員（応急手当普
及員）の個人／団体のお客さまの活動をサポートしています。
　また、その取り組みの一環として、STAR OF LIFE(スターオブ
ライフ)の意義に賛同し、このシンボルマークの国内における使用
権利について継続的なサブライセンス契約を結んでいます。
　シンボルマークを取り入れたグッズやウェアのご用命は、お気
軽に当社までご連絡ください。ロイヤルティを課さず潤滑な医療
活動のお手伝いが可能です。
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株式会社Smart119
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2丁目5-1  千葉中央ツインビル2号館 7階
TEL: 043-312-7471　FAX: 043-312-7481　URL: https://smart119.biz

　救急活動において、Smart119のタブレットを活用しオンライ
ン上で病院を選定し、複数の病院へ一括受入要請を行うことで、
より早くより正しく情報伝えるとともに救命率の向上を目指す。 
救急隊が病院へ伝える情報を画像やテキストにデータ化し、リア
ルタイムで共有することで情報伝達の時間と負担をスリム化す
る。 
　さらに、脳卒中や心筋梗塞の重症度が高い事案に対し、AIを使
用した予測診断アルゴリズムを使用することで医療機関側は迅
速な受入体制を整え、傷病者は早期に治療開始が可能となり、救
命率の向上、機能回復、早期社会復帰につなげることができる。

　救急隊が行う病院への情報共有の内容はSmart119の消防
OAシステムに反映されるため、タブレット上で簡単に報告書が作
成できる。
　救急隊員の業務負担やストレスも軽減可能となり質の高い救
急活動が期待される。
　現在は救急活動で使うツールではありますが、皆様のご意見を
取り入れ使いやすいものに日々OAシステムをアップデートし、今
後は警防、予防、総務など消防業務全体の効率化を目指します。

合同会社Seven Seas Planet
〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋6-21-408
TEL: 06-6263-2028　FAX: 06-6263-2028　URL: http://www.ssplanet.co.jp/index.html

・潜水資器材
・水難救助艇
・水難救助資器材
・水難救助用スーツ
・水難救助訓練指導
  など

　弊社では、主に水難救助隊の皆様への潜水技術、水中捜索、救
助方法などの指導にあたらせていただいております。近年深刻化
を増している我が国の水害に対応するには、現場の隊員の水難
救助技術向上もさることながら、現場にあった資器材や装備品の
携行も欠かすことができません。
　弊社では、様々な水環境で培った経験と、現場の隊員の皆様
の声を聴きながら、高度な潜水知識とフィールドにあった潜水技
術、資器材を提供させていただきます。
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株式会社ドーン
〒651-0086 神戸市中央区磯上通2-2-21三宮グランドビル5F
TEL: 078-222-9700　FAX: 078-222-9702　URL: https://www.dawn-corp.co.jp/

　「AED GO」は、AEDと救命ボランティアをアプリによって連携
することで、AEDを効果的に活用できる救命支援体制を実現しま
す。
　心停止の疑いのある119番通報を受け、指令センターから救
命ボランティア登録者のスマートフォンアプリに通知し、通報現場
への駆け付けを要請します。
　救急車よりも早く救命ボランティアが駆け付け応急手当を行う
ことで、心停止事案における救命率の向上を目指します。
　「Live119」では、119番通報を発信した通報者のスマートフォ
ンを活用し、通報者と消防指令センターとの間で映像を使用した
コミュニケーションを実現します。
　電話では伝えることが難しい情報を、映像情報で補完します。

日本ゴア合同会社
〒108-0075 東京都港区港南1-8-15
TEL: 03-6746-2640　FAX: 03-6746-2641　URL: https://www.gore.co.jp/

●救急活動サポートウェア　GORE CROSSTECH® Products
救急救命・救助・消火活動において十分な防護性能を保持し、ヒートストレス
を軽減することができる全天候型装備 

●救助活動用防護服　GORE-TEX PYRAD® Products　 
軽量で防水耐久性、防風性、透湿性とともに耐炎性、帯電防止性能を持った
全天候型装備 

●GORE-TEX® Products　救急・救助活動用靴　
活動性に優れ、防護性能と快適性を追及した各種活動用靴

●GORE CROSSTECH® Products救急対応服　様々な危険因子に直面す
る救急・救命活動において、活動にあたる人が犠牲になることは避けなければ
なりません。そのためには起こりうる危険因子を特定し、適切な活動用個人装
備を選択することが必須条件です。血液・体液中に内在する病原体の暴露に対
し、十分な防護性能を保持し、同時にヒートストレスを軽減することができる全
天候型装備です。

●GORE-TEX PYRAD® Products　 軽量で防水耐久性、透湿性とともに耐
炎性、帯電防止機能を持っており、これまでのテクニカルレスキュー活動にお
ける防護服を置き換えるものになります。このファブリクスは高い視認性を有
することができるため、また救助活動の際に危険な環境で着用していた高視認
ウェアを重ね着することなく活動できます。

●GORE-TEX®フットウェアは、あらゆる気象条件における様々な外的要因（雨・
雪・風）から、着用者の足を保護する高機能フットウェアです。高耐久の防水性
と透湿性が足を濡らさず、常にドライで快適な着用環境を提供します。 
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日本光電工業株式会社
〒161-8560 東京都新宿区西落合1丁目31番4号
TEL: 03-5996-8000　URL: https://www.nihonkohden.co.jp/

　日本光電のAEDは自社工場・富岡生産センタで生産されてい
る国産AEDです。
　「小型自動体外式除細動器 AED-M100シリーズ」は、小型・
軽量・薄型を追求したモバイルタイプのAED※です。当社従来品

（AED-3100）比で体積を76％、重量を56％削減しました（質
量約1.0㎏　バッテリパック、使い捨てパッド含む）。各種スポーツ
大会やイベントなどで、モバイルタイプのAEDによるアクセシビリ
ティの向上、早期除細動に向けた環境作りを提案することで、救
命率のさらなる向上を目指します。
　また、救命率向上を目指した製品「パルスチェッカー PLS-
1100」は、傷病者の額に貼った脈波センサで脈動の有無を検知
することで、次に行う救命処置をディスプレイに表示する装置で
す。市民救助者が自信を持って救助を行えるようサポートします。
※AED-M100はレンタル専用機です

　日本光電は、2021年8月7日に創立70周年を迎えました。
　1951年の創業以来、私たちは医療現場に根ざした製品・サー
ビスの提供に努めており、これからもグローバルな医療課題の解
決で、人と医療のより良い未来を創造していきます。
　当社ではモニタリングも除細動も可能なデフィブリレータ、携
帯性や操作性を追求したAEDの他、ベッドサイドモニタ、ビデオ
喉頭鏡などプレホスピタルに注力した様々な製品をラインナップ
しております。
　ご入用の際には全国の営業所または担当営業員まで、ぜひお
問い合わせください。

●販売名：小型自動体外式除細動器 AED-M100シリーズ　商品コード：AED-M100　
　医療機器承認番号：30100BZX00172000　
　クラス分類：高度管理医療機器、　特定保守管理医療機器
●販売名：自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ カルジオライフ　
　付属品名：パルスチェッカー PLS-1100　医療機器承認番号：22700BZX00187000　
　クラス分類：高度管理医療機器、　特定保守管理医療機器
●販売名：自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ カルジオライフ　
　商品コード：AED-3151　医療機器承認番号：22700BZX00187000　
　クラス分類：高度管理医療機器、　特定保守管理医療機器

日本光電のAED

AED-M100

AED-M100

AED-3151

PLS-1100

日本ストライカー株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1　飯田橋ファーストタワー
TEL: 0120-715-545　FAX: 03-4335-0184　URL: https://www.stryker.com/jp

　最新の心臓マッサージシステムLUCAS3は、圧迫回数や圧迫
深度などの設定変更が可能となり、JRC蘇生ガイドライン2020
で推奨されているCPR回数を考慮した設定に変更できます。ま
た、AHAのCOVID-19に対する蘇生ガイドラインでは用手の
CPRより機械的CPR装置の使用が推奨されています。※1
　オートートショックAEDのサマリタン PAD 360Pは、救助者が
電気ショックボタンを押すことをためらって、適切な電気ショック
が行われないリスクを減らすことを目的として開発されました。
　モニター機能と除細動器機能が一体となったプロフェッショナ
ル向けモデルのライフパック15は、60年以上も歴史のある除細
動器メーカーのパイオニアとして培った除細動アルゴリズムを搭
載しております。

「※1. Circulation 2020 April, Interim Guidance for Basic and Advanced 
Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or 
Confirmed COVID-19」

　日本ストライカー・メディカル事業部は、電動ストレッチャー・
AED・機械的胸骨圧迫装置をはじめとした救急救命製品を提供
しています。
　そのほか除細動器、院内ベッド、院内ストレッチャー等、市民の
一次救命～病院への搬送～病院内と、救急救命の連鎖における
幅広いフェーズの製品を取り扱っています。
　オートショックAEDの導入や電動ストレッチャーシステムによ
る救急搬送体制の構築、機械的胸骨圧迫装置等、消防から病院、
一般市民など幅広い顧客に対して、革新的で時代に沿った救命
医療のソリューションを提供しています。



日本船舶薬品株式会社
〒231-0813 横浜市中区かもめ町6番地
TEL: 045-622-1313　FAX: 045-623-4530　URL: https://e-nsy.jp/

弊社オリジナル製品
メディカルユニフォーム
酸素吸入関連器具
電動式吸引
救急救命でご活用いただける製品をご案内申し上げます。

　2022年に会社創立80周年を迎えさせていただきます弊社は
救命救急医療・災害対策・レスキュー活動など一刻を争う有事の
際に必要とされる国内外の優れた救命救急資器材・災害対策資
器材等を幅広く扱いご案内しております。また、国内外で活躍する
船舶にWHO等が規定するガイドラインに則った医療品・医療機
器を取扱っております。

日本メディカルネクスト株式会社
〒108-0075 東京都港区港南2-16-1　品川イーストワンタワー12階
TEL: 03-5715-4011　FAX: 03-5715-7793　URL: https://www.j-mednext.co.jp/Intersurgical/

　弊社からは取り扱っております英国インターサージカル社製品
の中から、本領域で有益な製品をご掲示させていただきました。
・ディスポーサブルビデオ喉頭鏡：i-view
・気道確保デバイス：i-gel、i-gelO2
・蘇生バッグ（BVM）
・フィルタマスク（感染対策簡易酸素マスク）

　弊社が取り扱っております英国インターサージカル社は、
2022年で創立40周年を迎えます。
　長きにわたり医療用ディスポーサブル製品の開発、製造、販売
を一貫して行っております。
　製品は大きく4つのカテゴリーに分類した製品群を軸に展開し
ております。
　革新的なデバイス“i-gel”を生み出すなど、新製品開発にも力を
注いでおり、近年ではディスポーサブルビデオ喉頭鏡“i-view”の
発売など多岐にわたる製品展開を行っております。

https://www.j-mednext.co.jp/Intersurgical/
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株式会社フォーチュン
〒231-0813 横浜市中区かもめ町６番地　TEL: 045-628-1390

◎製品名　コーパルスcpr 
　機械的胸部圧迫装置の分野では、最も近代的かつ革新的な機
器であります。
　EMSにおいての使用者を適切にサポートするように設計され、
蘇生中においても、診断と処置を行うことができ、簡単なセット
アップにより患者への無干渉時間を最小限にできます。
　対象患者は、８歳の小児から成人まで対応。
　胸郭の制限は、１４ｃｍ~３４ｃｍです。処置中でも設置値は変
更可能です。
　あと、固定用リングパッドを装着することにより、圧迫位置をず
れることなく搬送が可能です。エアーレスキューにおいても使用可
能です。 

　昨年、４月より営業展開を始めましたドイツ製の自動心臓マッサージ器
です。すでに、国内での納入実績もでております。今までにないタイプの心
臓マッサージ器ですので、是非一度見ていただければと思います。
デモンストレーション器はありますので、ご興味があるユーザー様におい
ては、是非ご連絡ください。
　日程を調整させていただき、デモンストレーションにお伺いさせていた
だきます。
連絡先　携帯０９０－３０７０－３４１５　担当　江﨑
メールアドレス　m-ezaki@j-fortune.co.jp

福島県（ふくしま医療機器開発支援センター）
〒963-8041 福島県郡山市富田町字満水田27番8
TEL: 024-954-3504　FAX: 024-954-4033　URL: https://fmddsc.jp/

　福島県内の企業である、神田産業株式会社が開発した「パネ
ル型ER」をご紹介します。この製品は軽量且つ強靭なハニカム
ダンボールを材料とし、使用後の廃棄またはリサイクルが容易な
ディスポーザブルな治療空間の提供が可能です。災害発生などの
緊急時にも工具を使わず約１５分で組み立てることができます。
実際に、新型コロナウイルス感染症の隔離施設としても使用され
ています。その他多数の段ボール製品を開発していますので、検
索サイトで「ハニリアル」と検索し、神田産業のHＰをぜひご覧く
ださい。製品については、神田産業（株）ハニリアル事業部　電話

（0248）94-2738までお問い合わせください。

　神田産業株式会社は知識・知恵を活かして、経営力・技術力を
高め、お客様のニーズに応えるため常に改善し、信頼される最高
のパートナーを目指します。
　東日本大震災を機に、被災地でも素早く、簡単に、工具不要で
組み立てられる治療室を開発しました。現在猛威を振るっている
新型コロナウィルスに対しても素早く組み立てができ、気密性の
高い隔離空間を形成できることから感染疑い患者の待機室、また
はPCR検査室として使用されております。
　福島県は、医療機器開発を総合的に支援する「ふくしま医療機
器開発支援センター」を通して、このような、救急・災害現場や感
染症対策における課題の解決に資する医療機器などの開発を支
援しています。



平和機械株式会社
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山二丁目1番5号
TEL: 052-332-1221　FAX: 052-332-2151　URL: http://www.heiwa-kikai.co.jp

救急車用隔離壁
➡トヨタ救急車専用設計の運転室と患者室を分ける隔離壁です。

車輌装備のエアコンを使用し患者室から運転室への空気流入
を防ぎ機関員の感染リスクを低減します。

➡ご使用中のトヨタ救急車はもちろん新車にも後付けできます。
また重量が20kg以下（標準タイプ）のため、車両登録に関する
構造変更の必要がありません。

➡中央通路部に開閉・着脱可能なドア(ガラス窓付)があります。
➡アルミ製なのでアルコール等による消毒が可能です。
※完全な感染予防を保証するものではありません。
※救急車の仕様によっては資機材の一部移設・取り外しが必要

になります。
※救急車の仕様によっては隔離壁の形状が異なる場合もありま

す。
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　専門商社として、全国の消防本部様が一線車輌として使用する
指揮車や消防ポンプ自動車、救助工作車、特殊消防車輌の請負
を行っております。
　また、画像探索機Ⅰ型をはじめとした各種救助資機材の開発、
そして欧米から最新の消防・救助資機材と技術の紹介に努め、爾
来、消防関係の皆様を通じて広く社会に貢献して参ります。

ペンギンシステム株式会社
〒305-0047　茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センターCB10
TEL: 029-846-6671　URL: https://qtr.emersim.jp/

　「救トレ」は、模擬バイタルサインモニタによる救急トレーニング
システムです。救命救急トレーニング/医療・看護教育・研修など
で使えます。
　手のひらサイズの小型箱型装置「救トレ ポータブル」、装置不
要の「救トレ クラウド」のラインナップがあります。
　訓練の際に必要なのは、「救トレ」と、お手持ちのタブレット・ス
マートフォン・パソコンのみです。それらの画面からインストラク
ターがバイタルサインを簡便に切り替えできます。また、テレビや
液晶ディスプレイ等にバイタルサインモニタ画面を映すことも可
能。バイタルサイン値セット・状況説明などを「シナリオ」という形
でプリセットしておきワンタップで呼び出せるのも便利です。
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株式会社松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場４８４
TEL: 0584-35-1180　FAX: 0584-35-1270　URL: http://matsunaga-w.co.jp

高規格救急車搭載用ＧＴ－０６Ｍストレッチャー

　今夏、休止しておりましたＧＴストレッチャーが復活します。
　クッション性キャスター（スーパーキャスター）・自動ストッパー・
ワンタッチ操作等の使いやすさはそのままに強度・剛性感・安全
性を向上させリニューアルして再登場します。
　デモ機の用意も致します。
　気軽にお問い合わせをお待ちしております。

株式会社マナユニット
〒562-0036 大阪府箕面市船場西1-8-9-1F
TEL: 072-737-8019　FAX: 072-737-8091　URL: https://mana-unit.com/

　最高レベルのバリア性能を有する「DIAPLEX」リユース式感染
防止衣をご試着頂けます。ぜひこの機会にご体感ください。 
　また、近年多数のお問い合わせを頂いております「オールラウン
ド救急服」も展示しております。デザイン・仕様の具体的なお問合
せについても、気軽にスタッフにお声がけください！

　株式会社マナユニットは消防一筋の消防被服メーカーです。
現場主義な観点から、固定概念にとらわれない画期的な商品開
発を心がけております。
　「動きやすさ」「高強度」「高寿命」に定評がある、立体裁断商品
に加え、近年注目されている吸水速乾アラミド素材など、新素材
にも積極的にチャレンジしております。

　カタログモデルだけでなく、お客様のニーズに合わせて「お客様
と一緒に作りあげる」オーダーメイドモデルも大好評をいただい
ております。
　ぜひ「納得の1着」を一緒に完成させましょう。

　お気軽に弊社営業部までご相談ください。
　消防被服のことなら　　株式会社マナユニット
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メロディ・インターナショナル株式会社
〒761-0301 高松市林町2217-44-304
TEL: 087-813-7362　FAX: 087-813-7361　URL: https://melody.international/

　搬送中の胎児のバイタルを確認することが出来る、ふたつのト
ランスドューサからなるモバイル分娩監視装置です。 
　これまで母体のバイタルは計測可能でしたが、胎児の状態は確
認出来ませんでした。 
　「胎児のバイタル＝第５のバイタル」として新たな命を救う現場
を支えます。 
　6つの“S”が慌ただしい救急の現場を優しくサポートします。 

Small 小さくて、軽くて、コードレス 
Simple 内臓心音スピーカーで装着が簡単。 
Safe １回の充電で６時間使用OK。長時間搬送も可能。 
Smart タブレット表示でペーパーレス 
Secure 計測データはサーバに長期保管 
Smooth 搬送先の医師にリアルタイムでデータ共有

　「世界中のお母さんに、安心・安全な出産を！」
　医療と健康をICTで支えます。妊婦さんと赤ちゃんの健康管理
プラットフォーム “Melody i”を用いて、世界中の妊婦さんと医師
のコミュニケーション・プラットフォームを構築します。」

レールダルメディカルジャパン株式会社
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-26  住友不動産三番町ビル2階　　TEL: 03-3222-8080
FAX: 03-3222-8081　URL: https://laerdal.com/jp/services-and-programs/educational-services/prost/

　活動記録システムを用いた救急隊員向けシミュレーションプログラム
「プロスト : PROST ( PRehospital Orbital Simulation Training)」
をご紹介します。 
　プロストは、レサシアン シミュレータを活用した、３つの組織（東北大
学スキルラボ、仙台市消防局、レールダルメディカル）が共同開発した救
急隊の訓練用シミュレーション教育プログラムです。 
　救急隊が判断に迷いやすい症例、特に内科的疾患や複合的要因によ
る疾患の訓練により、傷病者を観察する時の病態評価能力を高め、アセ
スメントに基づく病院選定と早期搬送による救急活動時間短縮と臨床
推論能力の向上を目指すプログラムです。

救急隊員向けシミュレーションプログラム、プロスト(PROST)の特徴 
・救急活動時間の短縮と、臨床推論能力の向上 
・教育担当者は、豊富な指導経験がなくともシミュレータのサポートによ

りトレーニングが可能 
・現場活動時に近い最低4名で実施可能 
・現場活動の同じ状況や流れを、シミュレーションで再現 
・レールダルのサポートに加え、東北大学のサポートあり 

救急隊が判断に迷いやすい30症例のシナリオ 
◇くも膜下出血に伴う肺 
◇脳出血による意識障害 
◇低酸素血症とCO2ナルコーシスなど 

サンプルシナリオもご用意しております。
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株式会社ロノベジ・株式会社インプレッシブ
〒216-0012　神奈川県川崎市宮前区水沢1－1－1
TEL: 044-920-9902　FAX: 044-920-9903　URL: http://lonovege.com

1）メデュマット・イージー・CPR (可搬型人工呼吸器)⇒シンプル・  
軽量・コンパクト。音声ガイダンス機能付きで操作が簡単！

2）アキュバック・プロ/ライト(携帯用電動吸引器)⇒高い吸引能
力、直感的な操作性！

3）X8Tターニケット(救急止血帯)⇒片手で素早く確実な止血！
4）バイオトランスポートバッグ⇒感染症の疑いがある患者、免疫

力が低下している患者用の搬送具！
5）Celox EMS止血ガーゼ⇒救急現場での止血を迅速に！
上記商品だけでなく救急バッグ等も展示しております。

　ファーストプレイスサイエンスは、2005年にアメリカ国立衛生
研究所との共同研究で開発。EPA（米国環境保護庁）で認定さ
れ、米軍・消防・FBA・CDCでも採用されているプロ仕様の除菌・
除染剤です。
　米国では、病院用消毒剤として使用されています。
　ファーストプレイスサイエンスは、米国と日本の検査機関で208
種類のウイルス・菌・化学物質を99.99％不活化試験済みです。
　１．アルコール不使用
　２．人体に最も安全なEPAカテゴリⅣ取得
　３．腐食や劣化が極めてし難い
　４．製造から2年間の使用期限　など、真似のできない独自製
　　 法で開発された安定化二酸化塩素です。

　弊社は1978年から44年にわたり、救急車内で使用される標
準資器材から、感染防止対策製品、また最新の戦傷医療資器材
等、幅広くご紹介して参りました。昨今、大量出血、銃創刺傷、熱
傷のような事態対処の対応力向上として医療資器材も進化し、救
急救命士の救急救命処置拡大も求められてきています。『日々救
急現場等で活動されているプロフェッショナルにとって最良のも
のを』との弊社の考えから、最新の医療資器材をご紹介するだけ
でなく、コロナウィルス感染症対応のアイソレーター等、いち早く
時代の動向を掴むマーケティングに注力しております。
　製品のお問い合わせ、デモ器のご要望も含め、皆様のご意見を
お気軽にお聞かせください。

株式会社ワコー商事
〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5
TEL: 0466-84-2485　FAX: 0466-84-2484　URL: https://wako-shoji.com/
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株式会社大阪サイレン製作所
〒610-0311 京都府京田辺市草内繰毛33-1
TEL: 0774-62-3333　FAX: 0774-62-3300　URL: http://www.siren.co.jp/

　救急車向け電子サイレンアンプ、LED補助赤色灯、LED作業
灯、LED補助赤色灯＋LED作業灯、フレキシブルマイク、当社製品
採用車両の掲載など。

　創業以来、消防手引きポンプの組み立てから、ハンドサイレン、
そして現在の電子サイレンへと移り変わる中、日本国内のサイレ
ンの歴史をリードしてきました。
　誰もが聞いたことがある救急車の「ピーポーサイレン」、実は大
阪サイレンが約50年前に開発したのがはじまりです。
　消防車との聞き分けや、優しい音を取り入れるなどの工夫に
よって、国の機関に認められ、全国で採用されることになりまし
た。
　時代の流れとともに変化する様々な救急活動に対応する大阪
サイレンの製品は、実際の活動現場でその実力を発揮します。
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エアーストレッチャー株式会社
〒380-0802 長野市上松4-1-1
TEL: 026-259-3400　URL: https://www.airstretcher.jp/

救急隊員の負担軽減を目的に開発された資機材 
①ポップアップ・アイソレーターユーリー：飛沫拡散防止対策カバー 
②エアーストレッチャーFDMシリーズ：自吸式エアーマット搬送担架 
③ディスポストレッチャーシーツ：ディスポシーツ（取手付き） 
④新型ターポリン担架：簡易タイプ担架（参考展示） 
⑤ウエスタンシェルターシステム：フレーム型テント 
※ソノアルファーワイヤレスハンディーエコー 
　：ワイヤレスハンディーエコー（参考展示） 
※iSimurate REALITi360 
　：トレーニング用除細動器・AED・患者モニタシミュレーター

「救える未来がここにある」というミッションのもと、 救急隊員の皆様の負担軽
減を第一に考え様々な製品をご提案いたします。

【ポップアップ ・ アイソレーターユーリー ：飛沫拡散防止対策カバー】
新型コロナ感染症拡大で傷病者搬送次の飛沫・エアロゾル感染対策として
2021年7月から発売開始。 すでに全国で700個をご採用いただきました。

【新型ターポリン担架】
試作品をこ覧いただきご意見を賜りたいと思います。 ご興味がありましたらエ
リア担当者にお気軽にデモのご依頼をお願いいたします。

【ウエスタンシェルターシステム】
第27回日本災害医学会総会・学術集会 (2022/3/3-5 :広島市開催）にて展
張予定です。
皆様のお越しをお待ち申し上げます。

【ホームページリニューアルしました】
https://www.airstretcher.jp/
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日産自動車株式会社（日産車体株式会社）
〒254-0012 神奈川県平塚市大神2909番地
TEL: 0463-21-8354　FAX: 0463-21-8188　URL: https://biz.nissan.co.jp/CARLINEUP/emg.html

　「パラメディック」は、傷病者の救急活動をサポートし、搬送途
中での高度な応急措置を可能とするためのゆとりの室内空間と
機能的なレイアウトを兼ね備えた、高規格準拠救急車です。 
　超ハイルーフにより実現したゆとりの室内空間に加え、優れた
車両取り回し性能による運転のしやすさにより、迅速な救命救急
活動に最適な環境を提供いたします。

トヨタ自動車株式会社 株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町１番地　/　愛知県東海市新宝町507-50
TEL: 0565-28-2121(大代表) / 052-689-7835　URL: https://toyota.jp/　/　URL:https://himedic.toyota-cd.co.jp/

トヨタ救急車“ハイメディック”（高規格準拠）

　先進の予防安全パッケージ"トヨタセーフティセンス"をはじめ、
緊急車の接近を周辺の車両に伝える"ITS Connect"など装備し
た最新のトヨタ救急車"ハイメディック"を展示いたします。 
　ご要望の多い"ウィズコロナ＝感染対策仕様"として、"隔壁扉"、
"QQスクリーン"など感染予防を考慮したハイメディックを是非ご
覧ください。 
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日本ストライカー株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1　飯田橋ファーストタワー
TEL: 0120-715-545　FAX: 03-4335-0184　URL: https://www.stryker.com/jp

ファーノジャパンインク日本支社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル　4階
TEL: 03-5820-4649　URL: http://www.ferno-jp.com/

　搬入搬出時に、レッグの動きがこれまでのストレッチャーとは
根本的に異なる、革新的な最新電動ストレッチャー、「インネック
ス」をご用意しております。搬送する傷病者の安全を守ることは当
然ですが、使用される救急隊員、並びに医療従事者の方への負担
を軽減するために徹底的に考え抜かれたストレッチャーです。
　その他、救急車内のスペースを有効に使用できるよう、資機材
を壁面固定するシステム、「イントラックス」もご紹介致します。い
ずれも次世代の搬送を見据えた展示となっております。

　既に全国的に展開されている新型ストレッチャー、「モンディア
ル」についての魅力を改めて感じていただくと同時に、次世代の新
型電動ストレッチャー「インネックス」、及び次世代資機材固定シ
ステム「イントラックス」なども実際に見て触って、体験いただける
ブースをご用意いたしております。これまでとは違った視点から、
これからの救急搬送について皆様とご一緒に切り開いていっては
如何でしょうか。

　電動ストレッチャーシステム（Power-PRO XT 電動ストレッ
チャーとPower-LOAD電動ファスナー）は、ストレッチャーの持ち
上げ、収容・降車をサポートし腰などの負担を軽減するため、女性
やベテラン隊員にも扱いやすいのが特徴。さらにボタンを押すだ
けで高さを36cm～105cmまで無段階に昇降位置を設定でき、
CPRなどを最適な位置で行えます。最新の心臓マッサージシス
テムLUCAS3は、圧迫回数や圧迫深度などの設定変更が可能で
す。また、AHAのCOVID-19に対する蘇生ガイドラインでは用手
のCPRより機械的CPR装置の使用が推奨されました。※1
※1. Circulation 2020 April, Interim Guidance for Basic and 
Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates With 
Suspected or Confirmed COVID-19

　日本ストライカー・メディカル事業部は、電動ストレッチャー・
AED・機械的胸骨圧迫装置をはじめとした救急救命製品を提供
しています。
　そのほか除細動器、院内ベッド、院内ストレッチャー等、市民の
一次救命～病院への搬送～病院内と、救急救命の連鎖における
幅広いフェーズの製品を取り扱っています。
　オートショックAEDの導入や電動ストレッチャーシステムによ
る救急搬送体制の構築、機械的胸骨圧迫装置等、消防から病院、
一般市民など幅広い顧客に対して、革新的で時代に沿った救命
医療のソリューションを提供しています。
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東京法令出版株式会社
〒112-0002 文京区小石川5-17-3
TEL: 03-5803-3304　URL: https://www.tokyo-horei.co.jp/

救急隊員・救命士向け初！「聴診」の本ついに発刊！
『救急隊員のための聴診技術』
～リアルな聴診音でコロトコフ音・呼吸音（肺音）・心音・腹部（腸
雑音）を学習～
■監修　桜田真己（所沢ハートセンター院長）　
■編著　大河原治平（民間救急あすかサービス・元埼玉西部消
防局）
■Ｂ５判  56ページ
■2,530 円（消費税込み）

【ここがポイント！】 
・実際に録音した「生の音」を正常音101音・異常音30音収録し

ています。 

・収録した音声は二次元コードからスマホで聞くことができ、いつ
でも・どこでも聴診音を勉強することができます。 

・現場でその音を聴く「理由」について詳しく解説しています。 
・「異常音から考えられる疾患」にも言及していますので、病態に

対する判断力が向上します。 
・消防学校でもここまでは習わない！？詳しい聴診器の使い方か

ら手入方法までを丁寧に解説しています。 

株式会社ぱーそん書房
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-4-4　明治書房ビル5階
TEL: 03-5283-7009　FAX: 03-5283-7010　URL: https://person-shobo.co.jp/

【最新刊】 
■Qカード－病態把握能力向上ゲーム－　定価3,850円（税込） 
■いのちを紡ぐ、こころを紡ぐ　定価1,430円（税込） 
　【好評書】 
■救急救命士国家試験対策〇×問題集(監修：丸川征四郎、編

集：小菅宇之)　定価3,850円（税込） 
・国家試験出題基準に準拠した3,600問を毎年改訂し刊行！

(令和3年度版は令和4年7月刊行予定) 
・問題すべてに理解すべき事柄を紐づけて解説！ 
・毎日15分、集中力アップの勉強法として最適！

・ユニークな教材ができました!!「Qカード—病態把握能力向上
ゲーム」です。右上に付いている2次元コードを読み取ってプレ
イ編でゲームのやり方を確認してみてください!!

・救急振興財団会長の山本保博先生の半生を綴った渾身の1冊
ができました!!
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株式会社へるす出版
〒164-0001 東京都中野区中野2-2-3
TEL: 03-3384-8035　FAX: 03-3380-8645　URL: http://www.herusu-shuppan.co.jp

『現場で使える プレホスピタル実践英会話ポケットブック』
＜B6変判・128ページ・定価1,980円＞

『救急救命士実践力アップ119』
＜B5判・256ページ・定価2,970円＞

『救急救命士ステップアップ10 上・下巻』
＜A4判・上巻464ページ／下巻440ページ・定価 各7,480円＞

『救急救命士ジャーナル』
＜年4回発行・A4判・定価1,650円＞

【2022年2月発売開始】
『救急救命士のための How To 学会発表 ～あなたにもできる！
症例報告の作成・発表から論文投稿まで～』
学会で発表をしてみたい、でも発表しようにも何から手をつけて
いいかわからない…。本書は、そんな救急救命士のために、テー
マの見つけ方をはじめ、抄録や原稿の書き方、スライドの作成・発
表、さらに論文投稿までを実践できるよう、豊富な図表を用いて
手ほどきするものです。プレゼンテーションの質を高め、研究会や
学会発表というステップを踏んでいけるよう、症例報告を中心に、
解説しています。
＜A5判・136ページ・定価1,980円＞
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