
 

「なるほどなっとく！内科学」２版２刷＆１刷  正誤・追補 

 

いつも小社出版物をご利用いただき誠にありがとうございます． 

『なるほどなっとく！内科学』2版 1刷において以下の「正誤」「追補」がございます． 

深くお詫びするとともに，ここに訂正致します． 

 

【２刷の正誤】 

➤ 509ページ 表 10-10内，最重症の右枠内 

【誤】・・・網赤血球 20,000/μL未満 

      好中球    500/μL未満 

【正】・・・網赤血球 20,000/μL未満 

      血小板  20,000/μL未満 

 

【１刷の正誤】 

➤ 57ページ 表 2-12内，エンビオマイシンの略号 

【誤】・・・EV 

【正】・・・EVM 

 

➤ 111ページ E. 核医学検査の項の 1 行目 

【誤】・・・放射線同位元素 

【正】・・・放射性同位元素 

 

➤ 116ページ 左段上から 3行目 

【誤】・・・心ポンプ機能の代謝機転 

【正】・・・心ポンプ機能の代償機転 

 

 

 



➤ 121ページ 左段上から 4，5行目 

【誤】・・・②頻脈 毎分 100を超える心拍数をいう． 

      ③徐脈 毎分 60以下の心拍数をいう． 

【正】・・・②頻脈 毎分 100以上の心拍数をいう． 

      ③徐脈 毎分 60未満の心拍数をいう． 

 

➤ 126ページ 左段下から 5行目 

【誤】・・・60以下のものをいう． 

【正】・・・60未満のものをいう． 

 

➤ 146ページ 僧帽弁膜症の Point冒頭 

【誤】・・・左心房から左心室へ 

【正】・・・僧帽弁狭窄は左心房から左心室へ 

 

➤ 151ページ 左段下から 5行目 

【誤】・・・非酸素化されていない 

【正】・・・酸素化されていない 

 

➤ 153ページ 右段上から 2行目 

【誤】・・・収縮期血圧≧140mmHgまたは拡張期血圧≧90mmHg 

【正】・・・診察室血圧が収縮期血圧≧140mmHgかつ／または拡張期血圧≧90mmHg 

 

➤ 181ページ 右段上から 5行目 

【誤】・・・便秘には機能性便秘， 

【正】・・・便秘は機能性便秘， 

 

 



➤ 209ページ 胃癌の Point内 

【誤】・・・組織形 

【正】・・・組織型 

 

➤ 268ページ 図 5-28 

【正】・・・以下に差し替える 

 

 

 

 

 

 

➤ 268ページ 右段上から 10行目 

【誤】・・・一日平均 20g以下 

【正】・・・一日平均男性 30g，女性 20g以下 

 

➤ 277ページ 左段下から 8行目 

【誤】・・・胆嚢管癌 

【正】・・・胆管癌 

 

➤ 509ページ 表 10-10内，最重症の右枠内 

【誤】・・・網赤血球 20,000/μL未満 

      好中球    500/μL未満 

【正】・・・網赤血球 20,000/μL未満 

      血小板  20,000/μL未満 

 

 



【１刷の追補】 

➤ 70ページ 図 2-43のキャプション 

【現】・・・CTで末梢側優位に輪状・網状影を認め， 

【改】・・・CTで末梢側優位に輪状・網状影を認め（蜂窩肺）， 

 

➤ 71ページ 塵肺症の Point内 ／ 71 ページ 左段下から 14 行目 

【現】・・・職業関連肺疾患 

【改】・・・職業性肺疾患 

 

➤ 193ページ 食道裂孔ヘルニアの Point 冒頭 

【現】・・・横隔膜の食道裂孔 

【改】・・・食道と胃の接合部に位置する横隔膜の食道裂孔 

 

➤ 249ページ 右段上から 6行目 

【現】・・・自覚症状のないことも少なくない． 

【改】・・・自覚症状はあまりないが， 

 

➤ 275ページ 右段下から 7行目 

【現】・・・わが国の癌死の男性で第 5 位，女性で第 3 位を占めている（2017年） 

【改】・・・わが国の癌死の男性で第 4 位，女性で第 3 位を占めている（2018年） 

 

➤ 582ページ 表 12-14  

【改】・・・ロタウイルスワクチンが任意接種の枠に入っていますが，2020年 10月より 

定期接種（A類疾病）となりました． 

 

 

 



【１刷 巻末 略語一覧の正誤】 

➤略語 AIPのスペル 

【誤】acute interstitial pnaumonia 【正】acute interstitial pneumonia 

 

➤略語 ALのスペルと日本語訳 

【誤】immunoglobulin light chain 免疫グロブリン軽鎖 

【正】amyloidosis of Ig light chain type 軽鎖アミロイドーシス 

 

➤略語 APCのスペル 

【誤】argon-plasma coaglation 【正】argon-plasma coagulation 

 

➤略語 BFPの日本語訳 

【誤】生物学的偽陽性 【正】生物学的偽陽性反応 

 

➤略語 BTRのスペルと日本語訳 

【誤】tyrosine ratio チロシン比 

【正】branched chain amino acid and tyrosine ratio 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比 

 

➤略語 CASTのスペル 

【誤】The Cardiac Arrhythmia Suppression Traial  

【正】The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial 

 

➤略語 CF（法）のスペル 

【誤】comlement fixation（test） 【正】complement fixation（test） 

 

➤略語 CMVのスペル 

【誤】continuous mandatory ventilation 【正】controlled mechanical ventilation 



➤略語 CRGPの略語とスペル 

【誤】CRGP calcitonin gene-related peptide 

【正】CGRP calcitonin gene-releasing peptide 

 

➤略語 DLVの日本語訳 

【誤】デラベルジン 【正】デラビルジン 

 

➤略語 EGPAのスペル 

【誤】eosinophilic granulomatosis with polyangitis  

【正】eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 

 

➤略語 ERVのスペル 

【誤】exipiratory reverse volume 【正】expiratory reserve volume 

 

➤略語 EVの略語 

【誤】EV enviomycin 【正】EVM enviomycin 

 

➤略語 FHHの日本語訳 

【誤】家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症症候群  

【正】家族性低カルシウム尿性高カルシウム血症 

 

➤略語 GHRP-2負荷試験 

【誤】GHRP-2 負荷試験 response to growth hormone-releasing peptide-2 成長ホル

モン放出ペプチド 2 負荷試験 

【正】GHRP-2 growth hormone-releasing peptide-2 成長ホルモン放出ペプチド 2 

 

 



➤略語 HAPのスペル 

【誤】hospital-aquired pneumonia 【正】hospital-acquired pneumonia 

 

➤略語 HFpEFのスペル 

【誤】heart failure with preserved ejection function  

【正】heart failure with preserved ejection fraction  

 

➤略語 HMG-CoA のスペルと日本語訳 

【誤】hydroxymethylglutaryl-CoA reductase ヒドロキシメチルグルタリル CoA レダクターゼ 

【正】hydroxymethylglutaryl-CoA ヒドロキシメチルグルタリル CoA 

 

➤略語 ICDのスペル 

【誤】implantable cardioverter difibrillator  

【正】implantable cardioverter defibrillator 

 

➤略語 IRVのスペル 

【誤】inspirary reverse volume 【正】inspiratory reserve volume 

 

➤略語 MDRTBのスペル 

【誤】multidrug-resistant tuberculos 【正】multidrug-resistant tuberculosis 

 

➤略語 PA法のスペル 

【誤】particle aggulutination test 【正】particle agglutination test 

 

➤略語 PCOSのスペル 

【誤】polycystic ovary symdrome 【正】polycystic ovary syndrome 

 



➤略語 RIの日本語訳 

【誤】放射線同位元素 【正】放射性同位元素 

 

➤略語 RIFLEの日本語訳 

【誤】（急性腎障害の RIFLE診断基準） 【正】（急性腎障害の）RIFLE診断基準 

 

➤略語 SMの日本語訳 

【誤】ストレプトマインシン 【正】ストレプトマイシン 

 

➤略語 ST合剤の日本語訳 

【誤】サルファメソキサゾール／トリメトプリム  

【正】スルファメソキサゾール／トリメトプリム 

 

➤略語 T4のスペル 

【誤】thyroxin 【正】thyroxine 

 

➤略語 TGのスペル 

【誤】triglycerid 【正】triglyceride 

➤略語 TRHのスペル 

【誤】tyrotorpin-relating hormone 【正】thyrotropin releasing hormone 

 

➤略語 UPDRSのスペル 

【誤】Unified Parkinoson's Disease Rating Scale 

【正】Unified Parkinson's Disease Rating Scale 

 

➤略語 Vの略語とスペル 

【誤】V volume 【正】UV urine volume 



➤略語 vWF因子の略語 

【誤】vWF 因子 【正】vWF 

2021年 6月 24日 現在 


