医学
子どもの健康と安全
大西文子
（おおにし・ふみこ）
編集 / 執筆
中山書店

医学
飯田大輔
（いいだ・だいすけ）
ほか執筆

2018年の保育所保育指針の改定で新しくなった保育士養成課程に対応した「子ど
もの健康と安全」のテキスト。感染症や事故防止など厚労省の保育所向けガイド
ラインを踏まえて解説。発達障害についても詳述する。シール付き。

同時アクセス1 5,324円 + 税
同時アクセス3 7,986円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 オコ 215p
冊子版 978-4-521-74777-4 2019.09

*1031137188*
忙しい人のための代謝学 ミトコンドリアがわかれば代謝がわかる
田中文彦
（たなか・ふみひこ）
著
羊土社

臨床・研究の現場で必要な「代謝」を学び直すためのテキスト。ミトコンドリアが
関与する膨大な代謝の知識を徹底的に圧縮し、1つの全体像として提示する。

医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎464 件名◎物質代謝 タイ 155p
冊子版 978-4-7581-1872-9 2020.04

*1031670324*
医学概論 改訂7版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎490 件名◎医学 キイ 196p
医学の定義とその使命、医学の歴史、臨床医学総論・各論、医療関係の職種と 冊子版 978-4-498-07918-2 2020.04
北村諭
（きたむら・さとし）
著
中外医学社

現状など、コメディカルに必要とされるメディカルコモンセンスをわかりやすく解説。
近年話題の疾患とその治療法などを記載した改訂7版。

*1031670339*
プラセボ学 プラセボから見えてくる治療の本質

医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎490.14 件名◎医学的心理学 ナ
長年、プラセボについての研究を続けてきた医師が、「プラセボ反応」をめぐる諸 プ 183p
問題をどのように考えてきたか、その考えをまとめる。
『薬理と治療』連載に、補遺「プ 冊子版 978-4-89775-407-9 2020.03

中野重行
（なかの・しげゆき）
著
ライフサイエンス出版

ラセボの説明のしかた」を加えて書籍化。

*1032282418*
健康心理学事典

医学

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R490.14 件名◎健康心理学－便
心身の健康増進と疾病予防に関する心理学的研究から、重要なトピック300項目を 覧 ■ケ 23,718p
厳選し、基礎から研究法までを各項目見開き2ページの全13章構成でわかりやすく 冊子版 978-4-621-30376-4 2019.10

日本健康心理学会編
丸善出版

解説する。

*1031274454*
まるっと!ACP アドバンス・ケア・プランニング
いろんな視点で読み解くACP の極上エッセンス

宇井睦人
（うい・むつひと）
編集
南山堂

決して一筋縄ではいかない現場でのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）について、
疾患別・シチュエーション別・ライフステージ別の考え方や進め方、さらに多職種
の視点から、患者への関わりかたを解説する。

ライフサイエンス政策の現在 科学と社会をつなぐ
菱山豊
（ひしやま・ゆたか）
著
勁草書房

ライフサイエンス政策について、基礎研究であるライフサイエンスを社会で応用
することを重視しながら総合的に考察。倫理的・法的・社会的課題や、科学に携
わる者と一般市民とのコミュニケーションに関わる課題を取り上げる。

医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎490.145 件名◎患者 ■マ 136p
冊子版 978-4-525-21031-1 2020.04

*1031830198*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎490.15 件名◎生命倫理 ヒラ
238p
冊子版 978-4-326-10202-0 2010.10

*1030884566*
1

生命倫理と医療倫理 第4版

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎490.15 件名◎医療倫理 ■セ
現代的ニーズに応えうる、
コンパクトながらも充実した生命倫理・医療倫理のテキスト。 280p
テーマを組換え、「臨床倫理」「高齢者の医療と福祉」「脳・ロボット・AI 脳神経 冊子版 978-4-7653-1816-7 2020.03
伏木信次
（ふしき・しんじ）
編集
金芳堂

樫則章
（かたぎ・のりあき）
編集

倫理」などの章を新設した第4版。

*1032310405*
カプラン・マイヤー法 生存時間解析の基本手法

〈統計学 One Point 12〉
西川正子
（にしかわ・まさこ）
著
共立出版

「イベント」 発現までの時間の経時的な発現 / 非発現状況の分布を要約し、生存
関数を推定する方法として広く用いられている「カプラン・マイヤー法」について、
初学者にもわかるように、つまずきやすい要点などを丁寧に解説。

ねころんで読める医療統計 Dr. 浅井の本当にやさしい

医学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎490.19 件名◎生存時間 ニカ
182p
冊子版 978-4-320-11262-9 2019.04

*1032310359*
医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎医学統計 アネ 175p
看護研究や医学研究に必要な統計用語や考え方の基本を身近な例でわかりやすく 冊子版 978-4-8404-7265-4 2020.09

浅井隆
（あさい・たかし）
著
メディカ出版

解説。数多くある統計法のなかから、自分の研究内容にあわせた統計が選択でき
るようになる。各章に練習問題も収録する。

*1032310401*
わかりやすいデータ解析と統計学

医療系の解析統計をExcelで始めてみよう

医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎490.19 件名◎医学統計－データ
処理 タワ 250p
得られた医療データの解析手順やその後の統計処理までを、Excelを使って自学で 冊子版 978-4-274-22111-8 2017.11

高橋龍尚
（たかはし・たつひさ）
著
オーム社

きるよう、分かりやすく解説。Excel 操作部分もていねいに説明し、「ノンパラメトリッ
ク検定」も取り上げる。

医療従事者のためのリアルワールドデータの統計解析はじ
めの一歩
奥田千恵子
（おくだ・ちえこ）
著
金芳堂

リアルワールドデータを利用した臨床研究を医療従事者自ら行うための解説書。
EZR のメニュー操作や、Rスクリプトウインドウの使い方、様々なデータの解析な
どについて分かりやすく説明する。

医療統計解析使いこなし実践ガイド 臨床研究で迷わない Q＆A

DL不可

*1031670309*
医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎490.19 件名◎医学統計 オイ
193p
冊子版 978-4-7653-1802-0 2019.12

*1031814520*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎ 件名◎医学統計 ■イ 251p
統計解析の基本的手法を解説。統計解析の必要性からはじめ、統計ソフトの準備、 冊子版 978-4-7581-0248-3 2020.05
対馬栄輝
（つしま・えいき）
編
羊土社

論文の書き方にも触れ、相関係数、ROC 曲線など広範囲の内容を説明する。イメー
ジしやすい具体例で最初の一歩が踏み出せる。練習問題付き。

*1031873860*
実践 ! 医療統計 高 IFジャーナルで学ぶ

医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎490.19 件名◎医学統計 オジ
インパクトファクターの高い世界のトップジャーナルで最先端の研究に触れ , 学習ポ 190p
イントを確認しながら効率よく医療統計が学べるテキスト。知っておきたい豆知識も 冊子版 978-4-89775-404-8 2020.01
折笠秀樹
（おりがさ・ひでき）
著
ライフサイエンス出版

掲載。『薬理と治療』掲載をもとに書き下ろしを加え単行本化。

*1032282417*
2

超入門 !すべての医療従事者のための RStudioではじめる
医療統計 サンプルデータでらくらくマスター

医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
笹渕裕介
（ささぶち・ゆうすけ）
著 大野幸子
（おおの・さちこ）
著
分類◎490.19 件名◎医学統計－データ
金芳堂
処理 ■チ 164p
医療者に向けて、無料ソフトウェア「R」と補助ソフト「RStudio」の使い方を解説。 冊子版 978-4-7653-1806-8 2020.03

インストールから学界発表でよく使われる相関係数とROC 曲線の求め方まで説明す
る。サンプルデータを使ったスクリプトの例も収録。

おもしろ医学論文イッキ読み デマ情報にもう負けない !

*1031533328*
医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎医学 アオ 223p
緑茶で認知症が予防できる? 遅い歩行速度が死を招く? 身近な健康問題に関する 冊子版 978-4-89775-413-0 2020.07

青島周一
（あおしま・しゅういち）
著
ライフサイエンス出版

医学論文100本を厳選し、わかりやすい言葉で紹介。論文を批判的に検討した「コ
メント」も収録する。『日刊ゲンダイ』連載を加筆し書籍化。

*1032279963*
ブラック・ジャックの解釈学 内科医の視点
國松淳和
（くにまつ・じゅんわ）
著
金芳堂

現代の内科医が、畸形囊腫・本間血腫・獅子面病等々の謎に挑む。不明熱鑑別
の名手がたどり着いた答えとは? ブラック・ジャックのエピソードをテーマに、診断学とは、
医師のプロフェッショナリズムとは何かを明らかにする。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎490.4 件名◎医学 クブ 292p
冊子版 978-4-7653-1828-0 2020.04

*1031814522*
映画に描かれた疾患とペーソス 〈安東教授のシネマ回診 2〉

医学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎490.4 件名◎病気 アエ 229p
「92歳のパリジェンヌ」と尊厳死、「恍惚の人」と認知症のケア…。映画をキース 冊子版 978-4-263-73193-2 2020.02
安東由喜雄
（あんどう・ゆきお）
著
医歯薬出版

テーションとしながら、人間という動物の存在を、ありとあらゆる角度から観察する。
『メ
ディカルクオール』連載を書籍化。

*1032295327*
映画に描かれた疾患と募る想い 安東教授のシネマ回診
安東由喜雄
（あんどう・ゆきお）
著
医歯薬出版

「リンカーン」とマルファン症候群、「セッションズ」とポリオ、「オデッセイ」と自律
神経失調症…。映画と遺伝性疾患について、医学的視点と映画史的知識を駆使
して語るエッセイ集。『メディカルクオール』連載を書籍化。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎490.4 件名◎病気 アエ 271p
冊子版 978-4-263-73180-2 2018.01

*1032295326*
私にとっての “Choosing Wisely”

医学生・研修医・若手医師の “ モヤモヤ ”から

荘子万能
（そうし・まの）
編著
金芳堂

小泉俊三
（こいずみ・しゅんぞう）
編著

医療者と患者が対話を通じ、患者に本当に必要で、かつ副作用の少ない医療の
賢明な選択をめざす国際的なキャンペーン活動「Choosing Wisely」。医学生と
研修医 / 若手医師の体験からその理念と具体像を描き出す。

「論文にしよう!」
と指導医に言われた時にまず読む本
長澤将
（ながさわ・たすく）
著
中外医学社

指導医に「論文を書いてみよう」と言われて途方にくれている人向けに、論文の書
き方をゼロから解説。論文作成ノウハウの中でも特に「お作法」の部分を紹介す
る。『m3.com』メンバーズメディア連載を加筆修正。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎490.4 件名◎医療 ■ワ 211p
冊子版 978-4-7653-1796-2 2019.12

*1031434084*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 ナロ
117p
冊子版 978-4-498-10914-8 2020.04

*1031670343*
3

Dr.イワケンのねころんで読める研修医指導

すべての指導者のためのイワケン流医学教育入門書
岩田健太郎
（いわた・けんたろう）
著
メディカ出版

研修医指導の目的は? 何をどう教えればいい? 問題が起きたとき、どうする? 数多く
の医療者を鍛え上げてきた著者だから語れる、教育実践のヒケツが満載。ブログ『楽
園はこちら側』の連載をもとに加筆・再構成。

すぐに使える診療英語

Simple English for Japanese Medical Professionals

加藤秀一
（かとう・ひでかず）
著
南山堂

Timothy M.Sullivan 著

専門用語や難解な表現を使わない伝わる診療英語とは ? 受付から診察、検査、
会計まで、医療機関のあらゆる場面ごとに応用がきくシンプルなフレーズを収録。フレー
ズがみつかるキーワード索引付き。

ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ成
功の戦略と文章術
Yellowlees Douglas 著
羊土社

Maria B.Grant 著

英作文のプロと研究のプロが解説する、医学・生物学論文のライティングメソッド。
プライミング効果、初頭効果、新近効果、枠組み効果など、心理学と神経科学
に基づいた、読み手を動かす文章術を伝授する。

もっとよくわかる! 医療ビッグデータ

オミックス、リアルワールドデータ、AI 医療・創薬

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学教育 イド 162p
冊子版 978-4-8404-6920-3 2019.09

*1031434072*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学 カス 12,156p
冊子版 978-4-525-02241-9 2020.04

*1031830195*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎ 件名◎医学論文 ダネ 308p
冊子版 978-4-7581-0851-5 2020.07

*1031983476*
医学

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学－データ処理
タモ 253p
溢れるように生み出されるデータとAI で、科学、医療と創薬はどう変わるのか ? 医 冊子版 978-4-7581-2204-7 2020.04
田中博
（たなか・ひろし）
著
羊土社

療ビッグデータの概念と理論のエッセンスを、豊富な図表とともにわかりやすく解説する。

*1031814541*
リハに役立つ論文の読み方・とらえ方
藤本修平
（ふじもと・しゅうへい）
編
羊土社

三木貴弘
（みき・たかひろ）
編

リハビリテーション専門職あるいはそれらを目指す学生に向けて、学術論文を読み
進めていくために必要となる論文構成や統計学、英語論文の表現などを解説する。
「情報とは何か」の意識を理解し得られる一冊。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 ■リ
206p
冊子版 978-4-7581-0247-6 2020.04

*1031670321*
医学・理系留学海外に翔び立つ人のコピペで使える英文メー
ル60
阿川敏恵
（あがわ・としえ）
著
金芳堂

医学・理系留学の成功につながる英文メールの指南書。留学希望先への問い合
わせ、留学決定後、留学中、論文投稿など場面ごとに、コピペして使える英文メー
ルを収録。英文テキストデータをダウンロードできるQRコード付き。

医学論文を読んで活用するための10講義

視野を広げるエビデンスの読み方
青島周一
（あおしま・しゅういち）
著
中外医学社

医学論文の実践的かつ効率的な読み方、論文結果を多面的に考察するために必
要な視点について講義形式でまとめる。EBMに関する研修会の内容を再構成し書
籍化。

4

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学教育 アイ
177p
冊子版 978-4-7653-1791-7 2019.10

*1031137180*
医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎ 件名◎医学論文 アイ 299p
冊子版 978-4-498-10916-2 2020.05

*1031873837*

時間がなくても、お金がなくても、英語が苦手でも、論文を
書く技法 臨床医による臨床医のための3Step 論文作成術

医学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
木下晃吉
（きのした・あきよし）
著
分類◎490.7 件名◎医学論文 キジ
中外医学社
146p
研究テーマを見つけるためのビジネス思考、論文の「型」の習得、クラウドの活用…。 冊子版 978-4-498-04838-6 2016.04

臨床医が、限られた時間のなかで効率的に英語の医学論文を書く技法を紹介する。

実践多職種連携教育

*1031593974*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学教育 コジ
他職種と医療現場の課題を知り、多職種連携教育を進めよう!「他職種の業務とは」 286p
「どのような連携が必要か」「どのような連携教育があるのか」などをわかりやすく 冊子版 978-4-498-10912-4 2020.02
駒澤伸泰
（こまざわ・のぶやす）
編著
中外医学社

寺崎文生
（てらさき・ふみお）
監修

解説する。学ぶ側にも教える側にも資するテキスト。

*1031616229*
世界に通じるメディカルライティング

ネイティブライターが伝授する3Cs English
Lee Seaman 著 Tom Lang 著
ライフサイエンス出版

メディカルライティングのキーポイント「3Cs English（明快・簡潔・一貫性）」とは?
日本語で考えながら英文を書く人を対象に、読み手 ベースで洗練された英語論文
を書くための方法を解説する。

本当にあった医学論文 The Incredible Medical Paper

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 シセ
61,12p
冊子版 978-4-89775-388-1 2019.04

*1031357349*
医学

同時アクセス1 5,566円 + 税
同時アクセス3 11,132円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 クホ
「70年も心臓の中に残っていた弾丸」
「床に落ちた食べ物は安全か ?」
「ハリー・ポッ 150p
ターの頭痛を真面目に診断してみた」「ゴキブリの抽出物ががんに効く!?」など、 冊子版 978-4-498-04820-1 2014.11
倉原優
（くらはら・ゆう）
著
中外医学社

実在する世界のトンデモ医学論文を紹介する。

*1031593993*
本当にあった医学論文 The Incredible Medical Paper 3

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 クホ
「生きた魚が丸ごとのどに詰まった男性」「遊園地で遊ぶと腰痛がやわらぐ?」「おな 137p
かの手術をしたらガムを嚙もう」…。実在するふしぎな医学論文を紹介する第3弾。 冊子版 978-4-498-04834-8 2016.04
倉原優
（くらはら・ゆう）
著
中外医学社

*1031593994*
無名の医療者が医学書を出版するまでの道

あなたにしか書けない本の作りかた
山本基佳
（やまもと・もとよし）
著
メディカ出版

医学書の出版経験のある著者が、自己分析から企画・執筆、出版社へのアプロー
チまで、医療者が自分の本を出すためのメソッドを紹介。自身の経験・体験談、
影響を受けたアドバイスやエピソードも盛り込む。

臨床研究アウトプット術
前田圭介
（まえだ・けいすけ）
編著
中外医学社

室谷健太
（むろたに・けんた）
編著

臨床を研究に活かし、研究を臨床に活かすための知恵を伝授。志、デザイン、生
物統計、書き方、時間管理など、臨床研究にまつわるすべてを、臨床医・研究者
の両方向から解説する。分析に必要な技術も具体的に学べる。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学 ヤム 166p
冊子版 978-4-8404-7198-5 2020.03

*1031533314*
医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 ■リ
385p
冊子版 978-4-498-04878-2 2020.02

*1031616230*
5

臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 上巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。上は、1章から
4章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 247p
冊子版 978-4-903803-26-5 2017.07

*1031547633*
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 下巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。下は、5章から
8章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 262p
冊子版 978-4-903803-27-2 2017.07

*1031547634*
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 上巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。上は、1章から
4章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 247p
冊子版 978-4-903803-26-5 2017.07
DL不可 EPUB

*1031547635*
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 下巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。下は、5章から
8章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 262p
冊子版 978-4-903803-27-2 2017.07
DL不可 EPUB

*1031547636*
臨床力を鍛えるシミュレーション教育

医学

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎ 件名◎医学教育 ■リ 178p
医学教育は実践能力の重視へと改革が進んでいる。その実践力を強化する教育と 冊子版 978-4-263-20686-7 2020.06
鈴木利哉
（すずき・としや）
編
医歯薬出版

して注目を浴びるシミュレーション教育の最前線と、世界と日本におけるシミュレータ
の進歩を紹介。週刊『医学のあゆみ』連載を単行本化。

*1032295323*
「子ども漢方」診療ノート
中島俊彦
（なかしま・としひこ）
著
南山堂

漢方薬を使い慣れていない小児科医や、かかりつけ医に向け、漢方について、古
典的な漢方理論を使用せず、わかりやすく解説。子どもがよく受診する症状や疾患
ごとに、いつもの診療に漢方をプラスして処方するコツを紹介する。

医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 ナコ
112p
冊子版 978-4-525-47031-9 2020.02

*1031574994*
エビデンス漢方診療 〈医学のあゆみ BOOKS〉

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 ■エ
エビデンスに基づく漢方の活用法について説明し、上部 / 下部消化管疾患・慢性 154p
肝疾患・インフルエンザ・うつ・不眠症などの疾患ごとに、エビデンスを中心にし 冊子版 978-4-263-20681-2 2018.08
渡辺賢治
（わたなべ・けんじ）
編
医歯薬出版

た漢方治療を解説する。処方実例も収録。

*1030884477*
6

パンデミックと漢方 日本の伝統創薬
渡辺望
（わたなべ・のぞむ）
著
勉誠出版

日本の伝統医学であり、さまざまな即効性があり、多くの病を治してきた漢方。新薬
アビガンも漢方研究から生まれた。21世紀の日本の創薬力を、漢方薬の歴史から
明らかにする。

医学
同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 5,775円 + 税
分類◎ 件名◎東洋医学 ワパ 148p
冊子版 978-4-585-24012-9 2020.07

*1031983372*
マンガで学ぶ漢方薬

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 イマ
漢方薬を正しく使いこなすために、
「証」
「五臓理論」
「四診」
「気・血・津液」といっ 167p
た独自の用語と理論を、予備知識がゼロでも無理なく学べるようにマンガで解説する。 冊子版 978-4-498-06912-1 2014.12
板倉英俊
（いたくら・ひでとし）
著
中外医学社

石野人衣
（いしの・とい）
作画

*1031593961*
一本堂行余医言 巻之5 癇とその周辺
香川修庵
（かがわ・しゅうあん）
著
創元社

濱田秀伯
（はまだ・ひでみち）
監修

江戸時代の漢方医学者・香川修庵の残した全23巻の医学全書「一本堂行余医
言」。さまざまな精神障害の臨床像や治療経過を多くの症例に基づいて緻密に記録
した巻之五を現代語に全訳し、注釈を付す。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 カイ
157p
冊子版 978-4-422-41096-8 2019.09
DL不可 EPUB

*1031325333*
介護漢方 排泄障害・摂食嚥下障害・運動器障害・睡眠障害・フレ

イル・サルコペニアへの対応
井齋偉矢
（いさい・ひでや）
著
南山堂

介護を担う人々を支えるためにサイエンス漢方処方では何ができるかを考察し、介
護者と被介護者のための漢方治療を解説。排泄障害、摂食嚥下障害、運動器
障害、睡眠障害等への対応に有効なサイエンス漢方処方を取り上げる。

漢方を使いこなそう あなたも名医 ! ver.2 〈jmed 64〉
佐藤弘
（さとう・ひろし）
編
日本医事新報社

消化器症状、精神・神経症状など、さまざまな症状に対する漢方薬の使用目標を、
漢方医学の専門的知識を持つ執筆陣が簡潔に述べる。押さえておきたい用語と基
本的知識も収録。電子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎東洋医学 イカ 75p
冊子版 978-4-525-47131-6 2020.07

*1032267586*
医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 ■カ
157p
冊子版 978-4-7849-6664-6 2019.10
DL不可

*1031274470*
現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利
帖 わかる! 選べる! 漢方薬163
杉山卓也
（すぎやま・たくや）
著
翔泳社

どんな症状・体質に、どの漢方薬 ? 知っておくと役に立つ漢方薬163を厳選し、基
本情報をコンパクトにまとめた書。効く仕組み＆類似処方との比較も解説する。

古典のなかの〈治療世界〉〈癒〉へのインサイド・アウト

医学
同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 スゲ
246p
冊子版 978-4-7981-5876-1 2018.12

*1031210661*
医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学－歴史 カ
近代の超克を文化接触論・医療文化論・中国医学史の領域から考察した論文集。 コ 171p
黄帝と扁鵲、淳于意、華佗、それぞれの「治療世界」のエッセンスと、それらを 冊子版 978-4-86398-242-0 2016.08

角屋明彦
（かどや・あきひこ）
著
白帝社

つなぐ「治療世界系列」を見据える。

*1030956569*
7

寝ころんで読む傷寒論・温熱論
入江祥史
（いりえ・よしふみ）
著
中外医学社

漢方処方の基本を学ぶための最良のテキスト「傷寒論」と、初期に悪寒を伴わ
ない温病のテキスト「温熱論」の原文を意訳して平易に解説する。『漢方研究』
連載を書籍化。

医学
同時アクセス1 6,292円 + 税
同時アクセス3 12,584円 + 税
分類◎490.9 件名◎傷寒論 イネ 224p
冊子版 978-4-498-06918-3 2017.01

*1031593978*
イラスト解剖学 第9版

医学

同時アクセス1 83,600円 + 税
同時アクセス3 167,200円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 マイ 800p
ユニークで楽しいイラストによる解剖学テキストブック。器官系ごとにまとめた1ペー 冊子版 978-4-498-00043-8 2017.01
松村讓兒
（まつむら・じょうじ）
著
中外医学社

ジごとの読み切りスタイルで、どこからでも読めるよう構成。フルカラーになった第9版。

*1031593945*
ステップアップ解剖生理学ノート 第2版
増田敦子
（ますだ・あつこ）
監修
サイオ出版

人体の仕組みや働きを理解するために必要な要点をまとめた簡潔な文章と、穴埋め
記述問題で理解を深めることができる。テキストのエッセンスが整理された自己学
習用ノートとして、予習に、試験前の要点チェックに活用できる・

医学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 ■ス 128p
冊子版 978-4-907176-75-4 2019.08

*1031889380*
ほんまかいな! 根拠がわかる解剖学・生理学要点39
川畑龍史
（かわばた・りゅうじ）
著
メディカ出版

濱路政嗣
（はまじ・まさつぐ）
著

「勉強したことを現場でいかせてなんぼや」 医学の基礎「解剖学・生理学」を、
関西弁の先生、助手、学生の3人の会話形式で解説する。一つひとつの単元を長
くし、より詳しく根拠を記した第2弾。

医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 カホ 369p
冊子版 978-4-8404-7190-9 2020.01

*1031434075*
解剖学 人体の構造と機能 新訂版 〈図解ワンポイント〉
渡辺皓
（わたなべ・ひろし）
編著
サイオ出版

イラストとワンポイントの解説で解剖学の基本が身につくテキスト。解剖学の重要
項目を見開き2ページで図を交えて解説。人体の構造と看護の関連性をフォローする。
「Nursing Eye」を大幅に改訂するなどした新訂版。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 ワカ 231p
冊子版 978-4-907176-46-4 2016.02

*1032290719*
解剖生理 人体のしくみとはたらき 新訂版 〈ニューワークブック〉
芹澤雅夫
（せりざわ・まさお）
著
サイオ出版

准看護学校のサブテキスト。各章とも練習問題があり、授業の予習や復習に、知
識の再確認に使える。理解を深めるために、新たにイラストを付け加えた。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 セカ 158p
冊子版 978-4-907176-62-4 2017.11

*1031889381*
オルガノイド実験スタンダード 決定版
佐藤俊朗
（さとう・としろう）
編集
羊土社

武部貴則
（たけべ・たかのり）
編集

人為的に創出された器官に類似した組織体「オルガノイド」。オルガノイド作製の
論理基盤から、オルガノイドの基礎となる多能性幹細胞の考え方、イメージング技
術やゲノム編集といった応用技術までを解説する。

医学
同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎491.11 件名◎幹細胞 ■オ
368p
冊子版 978-4-7581-2239-9 2019.04

*1032323720*
8

幹細胞医療の実用化技術と産業展望

Implementation Technologies and Industry Outlook of Stem
Cell Therapy 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

江上美芽
（えがみ・みめ）
監修
シーエムシー出版

水谷学
（みずたに・まなぶ）
監修

幹細胞医療の主要な実用化技術の現状と課題、産業化の展望を、細胞ソースの
確保から遺伝子導入・3次元組織化、工程管理・臨床現場支援、最終製品の品
質評価までの流れに沿って解説する。

新組織学 改訂第7版 フルカラー新装版 〈Qシリーズ〉

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎491.11 件名◎幹細胞 ■カ
290p
冊子版 978-4-7813-0692-6 2013.03

*1030893637*
医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎ 件名◎組織学 ■シ 213p
系統的な組織学の知識をまとめたテキスト。組織と細胞のイメージがわくよう、フル 冊子版 978-4-7849-1179-0 2020.06

野上晴雄
（のがみ・はるお）
編著
日本医事新報社

藤原研
（ふじわら・けん）
編著

カラーのスケッチ + 模式図でわかりやすく解説する。顕微鏡での観察の助けにもな
る一冊。電子版を閲覧できる袋とじのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031873852*
Thiel 法だから動きがわかりやすい ! 筋骨格系の解剖アトラ
ス 上肢編
一柳雅仁
（いちやなぎ・まさひと）
著
金芳堂

木山博資
（きやま・ひろし）
監修

Thiel 固定液を用いた解剖体固定法による筋骨格系の解剖アトラス。従来のホル
マリン固定では得られなかった可動性・柔軟性を活かした、430点におよぶ上肢の
画像を収録。画像に対応したWeb 動画のシリアルコード付き。

カラー図解人体誕生 からだはこうして造られる

〈ブルーバックス B-2112〉
山科正平
（やましな・しょうへい）
著
講談社

直径わずか0.1mm の受精卵が猛烈なスピードで分裂・増殖し、37兆個の細胞か
らなる「人間」に変貌する。神秘的ともいえる人体誕生の過程を、イラストをふん
だんに使って解説する。

MATLABで学ぶ生体信号処理

Introduction to Biosignal Processing with MATLAB
小野弓絵
（おの・ゆみえ）
著
コロナ 社

生体信号処理、特に脳波・心電図・筋電図・fNIRS の解析という観点から、数値
解析ソフトウェアMATLAB の使い方を実践的に解説。各章末にコマンド一覧を
掲載する。サンプルデータのダウンロードサービス付き。

カラダから出る
「カタチのある」
もの “キャラクター図鑑 ”

うんこ、鼻くそ、つば、目ヤニ…。あいつらは偉大な存在 !
藤田紘一郎
（ふじた・こういちろう）
監修 とげとげ。
（とげとげ）
イラスト
誠文堂新光社

究極うんこガールズ、おしっここぞう、へそのごまくん…。カラダから出る「カタチの
ある」ものを、ユニークなキャラクターにして紹介。カラダから出る理由や、どうやっ
てできるのかなどをわかりやすく解説する。

カラダから出る
「カタチのない」
もの “キャラクター図鑑 ”
おなら、くしゃみ、げっぷ、いびき…。あいつらは偉大な存在 !

藤田紘一郎
（ふじた・こういちろう）
監修 とげとげ。
（とげとげ）
イラスト
誠文堂新光社

ワキガ王、足のにおいぬ、フェロモンレディ、おならコッキーナ…。カラダから出る「カ
タチのない」ものを、ユニークなキャラクターにして紹介。カラダから出る理由や、
何が含まれているかなどをわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎491.169 件名◎筋肉 イシ 262p
冊子版 978-4-7653-1818-1 2020.04
動画

*1031873862*
医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎491.2 件名◎発生学 ヤカ 358p
冊子版 978-4-06-516572-0 2019.10

*1031408642*
医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎491.3 件名◎生体工学 オマ
166p
冊子版 978-4-339-07245-7 2018.10
DL不可

*1031137168*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ K491.3 件名◎人体 ■カ 95p
冊子版 978-4-416-52032-1 2020.02

*1032326700*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ K491.3 件名◎人体 ■カ 95p
冊子版 978-4-416-52033-8 2020.02

*1032326701*
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ステップアップ生理学ノート しくみとはたらき総まとめ 第2版
増田敦子
（ますだ・あつこ）
著
サイオ出版

生理学の知識を図表とともに簡潔にまとめてある。赤色のフィルムシートを使って、
生理学の要点を総チェックし、繰り返し使えるように工夫してある。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎491.3 件名◎生理学 マス 115p
冊子版 978-4-907176-83-9 2019.12

*1031657014*
人体、なんでそうなった?

余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳

ネイサン・レンツ著
化学同人

久保美代子
（くぼ・みよこ）
訳

人類が進化の最高傑作ならば、なぜしょっちゅう風邪を引くのか ? なぜ手首に無駄
な骨が多くあるのか ? 人体の構造や機能の「欠点・欠陥」に焦点をあて、なぜそ
うなったのかを進化の歴史を紐解きながら語る。

人体は流転する 医学書が説明しきれないからだの変化
ギャヴィン・フランシス著
みすず書房

鎌田彷月
（かまだ・ほうげつ）
訳

生きることは、終わりのない身体変容のただなかにいること－。スコットランドの家庭
医フランシスが、患者たちとのエピソードを、歴史や芸術などの知識を織り交ぜて
描く。「人体の冒険者たち」に続く臨床医学的博物誌・第2弾。

医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎491.3 件名◎人体 レジ 286p
冊子版 978-4-7598-2010-2 2019.08
DL不可

*1030990112*
医学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎491.3 件名◎人体 フジ 276,25p
冊子版 978-4-622-08890-5 2020.04

*1032310314*
生理学 図解ワンポイント 新訂版
片野由美
（かたの・ゆみ）
著
サイオ出版

内田勝雄
（うちだ・かつお）
著

看護系の学生を対象に、難解と敬遠されがちな生理学の基礎を図表を多用しなが
らわかりやすく記述。全体像をつかむためのサマリー、臨床現場で役立つ情報、
関連する看護師国家試験の過去問題も掲載。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎491.3 件名◎生理学 カセ 327p
冊子版 978-4-907176-36-5 2015.06

*1032290720*
生理学 3版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
黒澤美枝子
（くろさわ・みえこ）
編集
中外医学社

長谷川薫
（はせがわ・かおる）
編集

コメディカル医療を目指す人のための生理学テキスト。神経、筋、運動、感覚か
ら、内分泌、血液、循環、呼吸、消化・吸収、体温、排泄機能まで、人体の生
理機能の基礎を図を多用してわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎491.3 件名◎生理学 ■セ 325p
冊子版 978-4-498-07656-3 2012.03

*1031593970*
知っておきたいカラダの不思議 人体はうまくできている

医学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎491.3 件名◎人体 オシ 164p
「ミニスカは大根足の恐れ」
「血管はなぜ青く見えるの?」
「インフル、なぜ冬に流行 ?」 冊子版 978-4-621-30487-7 2020.01
恩田和世
（おんだ・かずよ）
著
丸善出版

など、人体の不思議140テーマを1テーマ1頁で解説する。『沖縄タイムス』の「ワ
ラビー」連載を再編集。

*1031537721*
臨床工学技士のための生体物性

医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎491.3 件名◎生体工学 ムリ
臨床工学技士を目指す学生のための、わかりやすい「生体物性」のテキスト。知 135p
識の羅列ではなく、なるべく
「なぜ」にこだわり解説する。巻末に各章のまとめを掲載。 冊子版 978-4-339-07231-0 2012.06

村林俊
（むらばやし・しゅん）
著
コロナ 社

三田村好矩
（みたむら・よしのり）
監修

DL不可

*1031840308*
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言語聴覚士のための摂食嚥下リハビリテーションQ＆A
臨床がわかる50のヒント

福岡達之
（ふくおか・たつゆき）
編著
協同医書出版社

摂食嚥下リハビリテーションに携わる言語聴覚士のための臨床の手引書。言語聴
覚士が行う嚥下評価と訓練、臨床現場で経験することの多い疾患別の対応を、50
のトピックスに凝縮し、Q＆A 形式で解説する。

今日からできる高齢者の誤嚥性肺炎予防

医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 フゲ 169p
冊子版 978-4-7639-3052-1 2016.06

*1032383761*
医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ヒキ 130p
施設や病院において、高齢者の日常生活の状態（食事時の覚醒状態、姿勢、む 冊子版 978-4-263-26572-7 2018.09
東嶋美佐子
（ひがしじま・みさこ）
著
医歯薬出版

渡辺展江
（わたなべ・のぶえ）
著

せなど）から、摂食嚥下障害に陥るリスクを早期発見するためのノウハウを写真
や図を交えてわかりやすく解説。摂食嚥下関連の相談窓口も紹介する。

*1030884475*
食べることのリハビリテーション 摂食嚥下障害の多感覚的治療
本田慎一郎
（ほんだ・しんいちろう）
著
協同医書出版社

稲川良
（いながわ・りょう）
著

口腔器官、脳、環境（食べ物・他者）の関係性に焦点をあてて、摂食嚥下障害
のリハビリテーションを検討。食べることの多感覚性に目を向けて患者の病態を分析・
評価し、治療に用いていく考え方と実際を紹介する。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ホタ 270p
冊子版 978-4-7639-3057-6 2019.11

*1032383763*
摂食嚥下リハビリテーション 第3版
才藤栄一
（さいとう・えいいち）
監修
医歯薬出版

植田耕一郎
（うえだ・こういちろう）
監修

摂食嚥下リハビリテーションという視点から摂食嚥下に関する学究的な裏付けと臨
床の両面にわたりまとめた手引書。日本の医療保険制度において、2010年に保険
に独立して収載された「嚥下造影検査」等を踏まえた第3版。

医学
同時アクセス1 25,080円 + 税
同時アクセス3 50,160円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ■セ 406p
冊子版 978-4-263-44447-4 2016.09

*1030884505*
老化と摂食嚥下障害 「口から食べる」を多職種で支えるための視点

医学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ■ロ 175p
老化に伴う摂食嚥下障害にかかわるさまざまな問題について専門家や先駆者がディ 冊子版 978-4-263-42233-5 2017.09
藤本篤士
（ふじもと・あつし）
編著
医歯薬出版

糸田昌隆
（いとだ・まさたか）
編著

スカッションするほか、臨床現場での対応や患者を支える先進的な取り組みなどを
解説。サルコペニア、フレイル、認知症等についても説明する。

*1030884504*
人間発達学 改訂5版
〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
福田恵美子
（ふくだ・えみこ）
編集
中外医学社

人間発達の概念およびライフステージにおける生活活動の発達過程、姿勢調整等
の機能別発達過程について、身体的・精神的発達に視点を置いて解説。人間発
達学の基本枠をコンパクトに示したテキスト。巻末に「発達里程標」付き。

アンチエイジング診療23のエッセンス

〈医学のあゆみ BOOKS〉

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎491.35 件名◎人体 ■ニ 290p
冊子版 978-4-498-07692-1 2019.03

*1031593969*
医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎491.358 件名◎アンチエイジング
■ア 142p
アンチエイジング医学の各領域における最新情報をはじめ、臨床に直結する運動・ 冊子版 978-4-263-20684-3 2019.06
堀江重郎
（ほりえ・しげお）
編
医歯薬出版

食事法・機能性表示食品の考え方や、アンチエイジング・クリニックの実例など、
アンチエイジング医学を診療に実践するための知識を紹介する。

*1031875429*
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筋肉研究最前線

代謝メカニズム、栄養、老化・疾病予防、科学的トレーニング法

森谷敏夫
（もりたに・としお）
編集協力
エヌ・ティー・エス

からだとこころの健康の鍵である筋肉。その基本構造と運動効果をはじめ、骨格筋
の代謝と調節メカニズム、老化と疾病、機能性食品やトレーニング等の開発につ
いて詳解。筋肉にかかわる最新研究トピックスも収録する。

力学で読み解くからだの動き

動作理解のための基礎 バイオメカニクス

医学
同時アクセス1 83,600円 + 税
同時アクセス3 125,400円 + 税
分類◎491.363 件名◎筋肉 ■キ
310,10p
冊子版 978-4-86043-615-5 2019.09

*1030871175*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
関屋昇
（せきや・のぼる）
編著 佐藤満
（さとう・みつる）
著
分類◎491.367 件名◎バイオメカニクス
三輪書店
セリ 301p
ヒトが様々な姿勢や動作をする時に身体の内外で生じている現象を力学的に理解す 冊子版 978-4-89590-658-6 2019.05

るための入門書。「力とはなにか」から、力を含めない運動解析法、多関節運動
の動力学まで、数式や図を用いて、段階的に丁寧に解説する。

すぐに使える!fMRI データの脳活動・機能的結合性の解析
SPM,SnPM,CONNを使いこなす

菊池吉晃
（きくち・よしあき）
編著
医歯薬出版

脳機能イメージデータの解析ソフト
「SPM12」の一般的な脳活動解析について詳解。
SnPM13によるノンパラメトリック集団解析、CONNを用いた機能的結合性の解析
等も解説。解析用 fMRIデータのダウンロード可。

ブレイン・ルール 健康な脳が最強の資産である

*1031959594*
医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎491.371 件名◎脳 キス 172p
冊子版 978-4-263-26601-4 2019.08

*1031875428*
医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎491.371 件名◎脳 メブ 393p
人生が楽しくなる! 未来に希望が持てる! 友だちづくりからマインドフルネス、カロリー 冊子版 978-4-492-80088-1 2020.03

ジョン・メディナ 著
東洋経済新報社

野中香方子
（のなか・きょうこ）
訳

制限まで、100年人生をよりよく生きるために、脳を若く健康に保つ10のルールを紹
介する。

*1031507094*
脳のネットワーク

医学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎491.371 件名◎脳 スノ 395p
脳の構造、発生、代謝、進化、心理、病理…。すべては躍動するネットワーク・ 冊子版 978-4-622-08884-4 2020.04

オラフ・スポーンズ 著
みすず書房

下野昌宣
（しもの・まさのり）
訳

ダイナミクスを介して絡み合っている。その網そのものに迫る壮大なプロジェクト「ネッ
トワーク神経科学」の見地へと、第一人者がいざなう。

*1032310312*
脳血流量は語る かくれた謎をひも解く
菅野巖
（かんの・いわお）
著
中外医学社

脳血流量は、わたしたちの “ 無意識 ” の感情までつぶやく、雄弁な表現者。脳を支
える脳血流量の役割を理解できるよう、平易に説明する。脳血流量の測定法と調
節機序のエッセンスも解説。

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎脳 カノ 198p
冊子版 978-4-498-32840-2 2020.07

*1032310414*
医学系のための生化学
石崎泰樹
（いしざき・やすき）
編著
裳華房

医療の分野に進む学生を対象に、人体の正常な機能と疾患を理解するために欠か
せない生化学の基礎を、図表を多用して解説する。症例を用いた理解度確認問
題や応用問題も掲載。

医学
同時アクセス1 7,095円 + 税
同時アクセス3 9,460円 + 税
分類◎491.4 件名◎生化学 イイ 322p
冊子版 978-4-7853-5235-6 2017.10

*1031875541*
12

脂質解析 ハンドブック

脂質分子の正しい理解と取扱い・データ取得の技術

新井洋由
（あらい・ひろゆき）
編集
羊土社

清水孝雄
（しみず・たかお）
編集

脂質解析の初心者から経験者まで役立つ実験 バイブル。脂質の基本的な性質を
ゼロから説明し、各 サンプルの採取から脂質の抽出・分画まで初心者でも厳密な
取扱いを行えるようなプロトコールを紹介。各解析手法も解説する。

栄養療法にすぐ活かせるイラストホルモン入門

内分泌のふしぎがみるみるわかる!

医学
同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎491.44 件名◎脂質 ■シ 307p
冊子版 978-4-7581-2241-2 2019.10

*1031340588*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
川崎英二
（かわさき・えいじ）
編
分類◎491.457 件名◎ホルモン ■エ
メディカ出版
157p
33種類のホルモンの特徴、体内での役割、過剰時の問題、不足時の問題について、 冊子版 978-4-8404-7187-9 2020.01

イラストを用いてわかりやすく解説する。綴じ込みシート付き。『Nutrition Care』
連載を加筆し単行本化。

イラストで理解するかみくだき薬理学 改訂2版
町谷安紀
（まちたに・やすのり）
著
南山堂

「その薬が体のどこで作用するのか」がイメージできるよう、体のしくみから、疾患
の発生要因、薬を使用する目的やしくみまでをイラストを用いて解説する。章末問
題付き。医薬品のアップデート等に対応した改訂2版。

*1031434074*
医学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ 件名◎薬理学 マイ 190p
冊子版 978-4-525-14082-3 2020.08

*1032267588*
エース薬理学
金井好克
（かない・よしかつ）
監修
南山堂

医学
安西尚彦
（あんざい・なおひこ）
編集

薬理学の重要なエッセンスを短時間で学べるように、臨床での投薬の根拠となる薬
理作用のメカニズムの解説を念頭におき、カラーの図を多用してまとめた教科書。
医学教育モデル・コア・カリキュラムに完全準拠。

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎ 件名◎薬理学 ■エ 303p
冊子版 978-4-525-14071-7 2020.08

*1032356287*
クイックマスター薬理学 新訂版 第3版

医学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 スク
複雑な薬の働きやメカニズムを図表で分かりやすく解説した薬理学のテキスト。注 16,255p
意すべきことや詳しい説明をまとめた「NOTE」のほか、コラムや確認問題を掲載。 冊子版 978-4-907176-85-3 2020.01

鈴木正彦
（すずき・まさひこ）
編著
サイオ出版

「目で見るクスリの仕組み」も収録。

*1031657013*
パワーアップ問題演習薬理学 新訂版 第2版
鈴木正彦
（すずき・まさひこ）
著
サイオ出版

書き込み式。

医学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 スパ 147p
冊子版 978-4-907176-66-2 2017.11

*1031657016*
医療現場のための薬物相互作用リテラシー

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬物相互作用 ■イ
薬物相互作用マネジメントに焦点を絞り、基礎と応用、実践例を取り上げたテキス 271p
ト。薬物相互作用の予測に有用なCR-IR 法とPISCS の使い方、臨床上重要な薬 冊子版 978-4-525-77601-5 2019.08
大野能之
（おおの・よしゆき）
編集
南山堂

樋坂章博
（ひさか・あきひろ）
編集

剤の薬物相互作用マネジメントなどを解説する。

*1031393905*
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一目で伝わるADME 図鑑 薬のうごきを「みえる化」する
高村徳人
（たかむら・のりと）
著
南山堂

患者に薬の ADMEを踏まえた服薬指導を実践できるよう、ADME 人形を使って、
ADMEを「みえる化」するとともに、薬物相互作用、食物・嗜好品の相互作用な
どを解説する。シミュレータ実習とADME 人形の活用も収録。

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ 件名◎薬物動態学 タヒ 101p
冊子版 978-4-525-78371-6 2020.08

*1032356286*
新薬理学 改訂第7版 フルカラー新装版 〈Qシリーズ〉

医学

同時アクセス1 7,744円 + 税
同時アクセス3 11,616円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 ■シ 246p
Q＆A 形式で薬理学の要点を簡潔にまとめたフルカラーの入門書。関連・対比し 冊子版 978-4-7849-1167-7 2019.10

安原一
（やすはら・はじめ）
監修
日本医事新報社

て覚えるべき薬物を整理統合し、効率的に学習できるように工夫。内容をアップデー
トした改訂第7版。電子版閲覧用シリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137190*
阻害剤・活性化剤 ハンドブック 作用点、生理機能を理解して目

的の薬剤が選べる実践的 データ集
秋山徹
（あきやま・てつ）
編
羊土社

決定版

河府和義
（こうふ・かずよし）
編

医学生物学研究に用いられる頻度や重要性が高い阻害剤・活性化剤約500種に
ついて、知っておきたい基本的な知識と、実際に実験に使用する際に必要な情報
を解説する。数字、欧文、和文索引付き。

薬理 ―薬物と看護―新訂版
鈴木 正彦
サイオ出版

たくさんある薬の俊樹をわかりやすくコンパクトにまとめて解説。薬理が苦手な多くの
学生から、長年にわたり支持されてきた薬理の参考書のベストセラー。

医学
同時アクセス1 22,770円 + 税
同時アクセス3 45,540円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 ■ソ 646p
冊子版 978-4-7581-2099-9 2019.10

*1031340589*
医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-907176-12-9

2013

*1031537733*
クイックマスター病理学 新訂版 第2版
堤寛
（つつみ・ゆたか）
著
サイオ出版

医療に携わるスタッフに必要な病理学の知識を網羅したテキスト。疾患の分類や成
り立ちのメカニズムを、カラー写真とイラストを用いて記す。各論に各臓器の「正
常の構造と機能」を掲載。「消化器疾患の病理」を加えた第2版。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 ツク 455p
冊子版 978-4-907176-67-9 2018.01

*1031657012*
ステップアップ病理学ノート
江口正信
（えぐち・まさのぶ）
編著
サイオ出版

書き込み式。

医学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 エス 119p
冊子版 978-4-907176-15-0 2015.03

*1031629235*
パワーアップ問題演習病理学 新訂版 第2版
堤寛
（つつみ・ゆたか）
著
サイオ出版

病理学の穴埋め記述式問題集。病気の原因とは何かを、問題形式で確認してい
く構成。別冊解答では詳細な解説があり、効率的な自己学習ができる。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 ツパ 206p
冊子版 978-4-907176-72-3 2019.02

*1031657015*
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病理学 疾病の成り立ちと回復の促進 新訂版 〈図解ワンポイント〉
岡田英吉
（おかだ・えいきち）
著
サイオ出版

直感的に理解できるよう豊富なイラストを使って、難解と思われがちな病理学をわか
りやすく解説。炎症、腫瘍、循環障害といった病気の基本概念を学ぶ総論と、循
環器疾患、呼吸器疾患などの各論を収録。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 オビ 271p
冊子版 978-4-907176-47-1 2015.12

*1032290721*
病理組織の見方と鑑別診断 第6版 〈カラーアトラス〉

医学

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理組織学 ■ビ
病理標本から正しい診断に辿り着くための手引き。各臓器で典型的な病変を観察し 699p
た場合にどんな所見がみられ、鑑別に重要な病変や鑑別点はどんなものであるかを 冊子版 978-4-263-73185-7 2018.09
赤木忠厚
（あかぎ・ただあつ）
監修
医歯薬出版

松原修
（まつばら・おさむ）
監修

解説。CBT・国家試験対策 Webアプリを使えるパスワード付き。

*1031439199*
もっとよくわかる! 炎症と疾患

あらゆる疾患の基盤病態から治療薬までを理解する

松島綱治
（まつしま・こうじ）
著
羊土社

上羽悟史
（うえは・さとし）
著

がん、肥満、関節リウマチ、痛み、かゆみ…。炎症を知る者が、疾患を制す ! 基
本の炎症機序から、炎症特有の病態・症状、炎症研究分野に由来する疾患治療
薬までを解説し、炎症と疾患のつながりをわかりやすくまとめる。

がん哲学のレッスン 教室で〈いのち〉と向きあう
樋野興夫
（ひの・おきお）
著
かもがわ出版

学校現場で本格的に実施されるがん教育。がんの状況や種類、予防と早期発見、
病状の経過、治療法、緩和ケア、患者への理解と共生、患者の生活の質など、
がん教育で扱うテーマについて解説する。がん教育授業の一部も採録。

医学
同時アクセス1 16,170円 + 税
同時アクセス3 32,340円 + 税
分類◎491.64 件名◎炎症 ■モ 149p
冊子版 978-4-7581-2205-4 2019.06

*1031814542*
医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎491.65 件名◎癌 ヒガ 190p
冊子版 978-4-7803-1077-1 2020.02

*1031843679*
患者由来がんモデルを用いたがん研究実践ガイド
CDX・スフェロイド・オルガノイド・PDX/PDOXを網羅

佐々木博己
（ささき・ひろき）
編
羊土社

新規患者由来細胞株・CDX、スフェロイド、オルガノイド、PDX、PDOXなど、
各種患者由来がんモデルの概要や臨床検体の取り扱いをわかりやすく解説。国内
外の動向、入手方法、技術支援に関しても記載する。

ゼロから実践する遺伝統計学セミナー 疾患とゲノムを結びつける

医学
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎491.65 件名◎癌 ■カ 293p
冊子版 978-4-7581-2242-9 2019.10

*1031274482*
医学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎491.69 件名◎人類遺伝学－デー
ヒトの遺伝情報と形質情報を統計学の観点から検討する「遺伝統計学」の入門書。 タ処理 オゼ 246p
遺伝統計学の概要からLinuxコマンドの使い方、実際のゲノムデータを使った演 冊子版 978-4-7581-2092-0 2020.03
岡田随象
（おかだ・ゆきのり）
著
羊土社

習までを解説する。データベース・ウェブツール一覧付き。

*1031814544*
クイックマスター微生物学 新訂版

医学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎491.7 件名◎微生物学 サク
微生物学のあゆみをはじめ、細菌学、真菌学、ウイルス学、免疫学、感染症から、 343p 図版16p
抗菌薬や抗ウイルス薬の作用機序を含む治療、診断、予防までを、理解しやすい 冊子版 978-4-907176-31-0 2015.03

西條政幸
（さいじょう・まさゆき）
著
サイオ出版

文章で解説する。

*1031889379*
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ステップアップ微生物学ノート
西條政幸
（さいじょう・まさゆき）
著
サイオ出版

微生物学の「基礎のキソ」を学ぶ初学者のための、わかりやすい問題集。微生
物学の知識から感染症までポイントをまとめた。書き込み式。

医学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎491.7 件名◎微生物学 サス
103p
冊子版 978-4-907176-21-1 2018.04

*1031629234*
パワーアップ問題演習微生物学 新訂版
西條政幸
（さいじょう・まさゆき）
著
サイオ出版

書き込み式。

医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎491.7 件名◎微生物学 サパ
158p
冊子版 978-4-907176-34-1 2015.03

*1032351121*
もっとよくわかる! 腸内細菌叢 健康と疾患を司る“もう1つの臓器 ”

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎491.7 件名◎腸内細菌 ■モ
健康と疾患を司る“もう1つの臓器 ” 腸内細菌叢の重要性を理解し、研究開発を行う 146p
ために知っておくべき知識を体系的に解説する。腸内細菌の基礎知識、腸内細菌 冊子版 978-4-7581-2206-1 2019.09
福田真嗣
（ふくだ・しんじ）
編
羊土社

叢とヒトの疾患との関連、腸内細菌叢研究の実用化の試み等を収録。

*1031814543*
腸内細菌－宿主のクロストークと食事要因

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎491.7 件名◎腸内細菌 ■チ
腸内細菌－宿主のクロストーク（共生の仕組み）に関連する最先端の研究を紹介。 253p
「境界組織」「腸内細菌の代謝産物」「宿主の細胞間情報伝達システム」を介 冊子版 978-4-7679-6211-5 2019.05
日本栄養・食糧学会監修
建帛社

森田達也
（もりた・たつや）
責任編集

したクロストークを中心にわかりやすく解説する。

*1031389232*
感染と生体防御 改訂 〈管理栄養士講座〉
酒井徹
（さかい・とおる）
編著
建帛社

鈴木克彦
（すずき・かつひこ）
編著

生体防御機構の破綻によって起こる感染やアレルギーに対して、管理栄養士が適
切な栄養対策を立てるために知っておくべき知識をまとめる。研究の進展や統計資
料などの変更に伴い全面的に見直した改訂版。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎491.8 件名◎免疫学 ■カ 236p
冊子版 978-4-7679-0632-4 2018.09

*1032413757*
免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ
〈ブルーバックス B-2119〉
宮坂昌之
（みやさか・まさゆき）
著
講談社

健康食品やサプリメント、ワクチン…。免疫に関する情報のウソ・ホント、あなた
はわかりますか ? 免疫学の第一人者が、予防接種や話題の「がん免疫療法」など、
科学的に正しい「免疫力の高め方」をわかりやすく解説します。

寄生虫学テキスト 第4版

医学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎491.8 件名◎免疫学 ミメ 286p
冊子版 978-4-06-518177-5 2019.12
DL不可 EPUB

*1031408666*
医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎491.9 件名◎寄生虫 ■キ
海外渡航者により寄生虫病が持ち込まれるケースの増加や、遺伝子検査などによる 25,296p
診断・治療法の進歩など、変化が著しい寄生虫学。最新の知見を盛り込みながら、 冊子版 978-4-8306-0519-2 2019.12
上村清
（かみむら・きよし）
著
文光堂

木村英作
（きむら・えいさく）
著

重要度の高い疾患を中心に解説する。コラムや写真も豊富に掲載。

*1031828322*
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ABC of 臨床コミュニケーション

医療をスムーズにする“ 伝える/ 聞き取る” 技術

Nicola Cooper 編
羊土社

John Frain 編

基本となる診察のモデルと、相手に合わせて適切に情報を伝え、引き出す技術が
学べる臨床コミュニケーションのテキスト。終末期など難しい診察でのコミュニケーショ
ン、チーム医療、記録の書き方等、あらゆる状況をフォロー。

ICU/CCU の薬の考え方 , 使い方 ver.2

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■エ 143p
冊子版 978-4-7581-1870-5 2020.04

*1031814545*
医学

同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 140,800円 + 税
分類◎492 件名◎集中治療室 オア
鎮静薬や鎮痛薬など ICU/CCU で頻用される薬剤の使い方を中心に、著者が日々 865p
の臨床で培ったクリティカルケアの技術、経験をまとめる。新章の書き下ろし等を 冊子版 978-4-498-06663-2 2016.01
大野博司
（おおの・ひろし）
著
中外医学社

追加し大幅改訂。取り外せる「薬物ファイル」付き。

*1031593944*
PICS のすべてQ＆A40

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492 件名◎集中治療室 イピ
ICU からの生還者に肉体的・精神的ダメージを与え、社会復帰を困難にするPICS 199p
（集中治療後症候群）
。その背景因子から予防と治療、看護ケア、栄養管理、外来・ 冊子版 978-4-498-16620-2 2020.03
井上茂亮
（いのうえ・しげあき）
編著
中外医学社

西田修
（にしだ・おさむ）
監修

フォローアップまで、Q＆A 形式で詳細に解説した入門書。

*1031670337*
外来医マニュアル プライマリケアのための実践書 第4版

医学

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 36,960円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■ガ 954p
外来診療で遭遇する頻度の高い疾患、病態に対し、診療科を超えて幅広く対応で 冊子版 978-4-263-73184-0 2018.06
加藤なつ江
（かとう・なつえ）
編集代表
医歯薬出版

きるマニュアル。臨床研修制度で求められる経験目標を可及的に網羅。小児編の
章を新設し、最新診療ガイドライン・EBMをふまえた第4版。

*1032295320*
救急・集中治療最新ガイドライン 2020-'21

医学

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 オキ 473p
多忙なスタッフが、高いレベルの診療を継続できるように意図して企画・改訂した 冊子版 978-4-88378-684-8 2020.03
岡元和文
（おかもと・かずふみ）
編著
総合医学社

ガイドライン。緊急処置・蘇生・手技から、精神障害・法医学・倫理の診断・治療・
ケアまで、救急・集中治療に関する最新の診療指針を網羅する。

*1031853799*
研修医手技マニュアル 第2版

医学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■ケ 241p
厚生労働省が定めた研修医の必修手技をすべて収載した、ベッドサイドで便利に 冊子版 978-4-263-73171-0 2016.09
井上賀元
（いのうえ・よしもと）
編集代表
医歯薬出版

使えるポケットサイズのマニュアル。カラー写真や図を多用し、手順のポイント、コ
ツなども豊富に掲載。電子版が読める、袋とじID＆キー付き。

*1032295319*
集中治療医学レビュー 最新主要文献と解説 2020-'21
岡元和文
（おかもと・かずふみ）
監修
総合医学社

大塚将秀
（おおつか・まさひで）
編集

最新の集中治療管理に関する14項目、最新の集中治療における検査・技術に関
する9項目、最新の ICU 特有の病態・合併症に関する8項目、最新のトピックスに
関する4項目の計35項目の主要文献について解説する。

医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■シ 240p
冊子版 978-4-88378-683-1 2020.03

*1031853798*
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診療ガイドラインUP-TO-DATE 2020-2021 日常診療に活かす

医学

同時アクセス1 32,340円 + 税
同時アクセス3 48,510円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■シ
臨床医が日常診療で多く遭遇する疾患に対して、エビデンスに基づく診断・治療 1060p
を実践するためのマニュアル。診療ガイドラインの内容を中心に、必要な情報を 冊子版 978-4-7792-2253-5 2020.02
門脇孝
（かどわき・たかし）
監修
メディカルレビュー社

小室一成
（こむろ・いっせい）
監修

抜粋、要約し、実践的な治療法や最新の知見などを加えてまとめる。

*1032418948*
診療場面のコミュニケーション 会話分析からわかること
ジョン・ヘリテッジ編著 ダグラス・メイナード編著
勁草書房

診療場面の中で患者が抱える不安やジレンマとは何か。それらを解消するための
コミュニケーションとは。プライマリ・ケア診療の開始から終了までの主な局面につ
いて議論した、会話分析研究をまとめる。

医学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■シ 432p
冊子版 978-4-326-70086-8 2015.09

*1032356303*
当直医マニュアル 2020
井上賀元
（いのうえ・よしもと）
編集代表
医歯薬出版

当直医が担当するプライマリケアに焦点を絞った実践的マニュアル。頻度の高い
疾患を診療科を越えて網羅し、各項目の冒頭にポイントを掲載。POCUS（point
‐of‐care ultrasound）などを追加。

医学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■ト 927p
冊子版 978-4-263-73444-5 2020.01

*1032295318*
内科医が知っておくべき疾患102 各科スペシャリストが伝授
宮地良樹
（みやち・よしき）
総編集
中山書店

一般内科医が遭遇する境界領域のプライマリ・ケア102疾患を厳選。眼科、皮膚
科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、小児科、精神科など11診療科のスペシャリストが、
実践的な診断方法・治療のコツを2ページにまとめて解説する。

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎492 件名◎プライマリケア ■ナ
212p
冊子版 978-4-521-74805-4 2020.04

*1031814530*
非麻酔科医のための鎮静医療安全 臨床現場に活かす!
羽場政法
（はば・まさのり）
監修
日本医事新報社

駒澤伸泰
（こまざわ・のぶやす）
編集

「院内多職種連携を基盤とした鎮静トレーニング」 の エッセンスを凝縮。診療
科別の鎮静管理の実際も記載する。最新の鎮静医療安全の世界基準（ASASED2018）に準拠。電子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学 ■ヒ 176p
冊子版 978-4-7849-4900-7 2020.07
DL不可

*1032310384*
病院家庭医 新たなSpeciality
佐藤健太
（さとう・けんた）
監修
南山堂

宇井睦人
（うい・むつひと）
監修

家庭医療は診療所の医師が行うものと思われがちだが、病棟で働くうえでも家庭医
療のテクニックを活かせる機会は多い。気鋭の病院家庭医が実臨床で悩む問題の
ヒントを言語化した、病院の診察やマネジメントの質を向上させる書。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎492 件名◎プライマリケア ■ビ
250p
冊子版 978-4-525-20991-9 2020.04

*1031853789*
臨床医学入門 〈管理栄養士講座〉
福井次矢
（ふくい・つぐや）
編著
建帛社

小林修平
（こばやし・しゅうへい）
編著

管理栄養士の臨床医療リテラシーを高めるテキスト。医療の考え方、病気の原因
と成立のメカニズム、主な疾患、医療の現状と今後の課題などについて解説する。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学 ■リ 309p
冊子版 978-4-7679-0615-7 2020.05

*1032413754*
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救急・集中治療 Vol31No4（ 2019） ICU 治療指針 3

医学

同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎ Q492.05 件名◎臨床医学－雑誌
第3号は「ICU 管理、緊急病態と処置、手術・麻酔と周術期管理、水電解質・ ■キ p1320～1896
輸血と管理、感染症と管理、中毒と管理」とし、それぞれの章監修を6人の先生 冊子版 978-4-88378-564-3 2020.03
岡元和文
（おかもと・かずふみ）
総監修
総合医学社

にご担当頂き、各項を全国の ICU の現場で活躍されておられるエキスパートの先
生方にご執筆頂き、現在のわが国 ICU 領域における最新で最高水準の治療指針
となることを目指します。

救急・集中治療 Vol32No1（ 2020） 呼吸管理 2020-'21

*1031853796*
医学

同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学－雑誌 ■キ
呼吸管理に関する最新情報を掲載。必要時に目的とする項目を読むという利用法を 333p
想定した「呼吸管理で困ったらこれ1冊で足りる」と思って頂ける特集です。
冊子版 978-4-88378-565-0 2020.04
大塚将秀
（おおつか・まさひで）
特集編集
総合医学社

*1031853797*
救急・集中治療 Vol32No2（ 2020） 急性血液浄化法 2020-'21

医学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学－雑誌 ■キ
急性血液浄化療法のエキスパートが執筆。急性血液浄化療法の基礎から臨床に p339～599
おける実用性の高い知識が得られます。
冊子版 978-4-88378-566-7 2020.06
土井研人
（どい・けんと）
特集編集
総合医学社

*1031927270*
Dr. 徳田の診断推論講座 2版
徳田安春
（とくだ・やすはる）
著
日本医事新報社

診断推論について熟達していくためには、病歴をうまく取ることが重要。病歴聴取（問
診）による診断推論の方法を、図表や漫画を交えて解説する。連動動画を含む電
子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 トド 261p
冊子版 978-4-7849-4399-9 2020.03
DL不可 動 画

*1031616240*
Kunimatsu's Lists 國松の鑑別リスト

医学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 クク 429p
鬼才臨床医・國松淳和による鑑別リスト。誰しもが思いつく鑑別とはまったく異なる 冊子版 978-4-498-01024-6 2020.04
國松淳和
（くにまつ・じゅんわ）
著
中外医学社

國松流が体感できる。症候・病名・検査異常・薬剤性の4章に分け、文章や解説
ではなく「名詞の箇条書き」で構成された一冊。

*1031670348*
PT・OT のための画像評価に基づく疾患別ケーススタディ
奈良勲
（なら・いさお）
監修
三輪書店

淺井仁
（あさい・ひとし）
編集

理学療法士・作業療法士が、担当症例の画像情報を的確に理解し、臨床判断す
るための概説書。臨床で数多く遭遇する疾患別ケーススタディを画像所見に基づ
いて解説。各病期における理学療法・作業療法経過も併記する。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.1 件名◎画像診断法 ■ピ
172p
冊子版 978-4-89590-678-4 2019.11

*1031959603*
さらに! 一発診断100 プライマリ・ケアの現場で役立つ
宮田靖志
（みやた・やすし）
編著
文光堂

中川紘明
（なかがわ・ひろあき）
編著

病歴や身体所見から診断をすばやく導く「一発診断」を、100のケースを通して解
説。シンプルな記述とビジュアル重視の構成で、一発診断のポイントを楽しみなが
ら理解できる。〈一発診断100〉シリーズ第3弾。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■サ 203p
冊子版 978-4-8306-1027-1 2019.05

*1031132303*
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プライマリ・ケア診療診断エラー回避術
研修医と指導医の診断推論

宮田靖志
（みやた・やすし）
著
日本医事新報社

中川紘明
（なかがわ・ひろあき）
著

診断エラーに関する様々な知見を整理してまとめ、実際の臨床現場での診断エラー
症例を分析。診断 エラー回避の方法を、指導医と研修医のやり取りを通じて解説
する。電子版が閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

みるミルできるポケットエコー 2 経鼻胃管・誤嚥性肺炎

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ミプ 187p
冊子版 978-4-7849-5786-6 2020.04
DL不可

*1031670357*
医学

〈Pocket Echo Life Support 教育シリーズ〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
ヘルスケア人材育成協会監修
分類◎492.1 件名◎超音波
（医学）■ミ
中外医学社
109p
ポケッ
トエコーの使い方や見方を記載したテキスト。2は、
「経鼻胃管」
と
「誤嚥性肺炎」 冊子版 978-4-498-01376-6 2019.10

をテーマに、シミュレータ作成の背景や症例、患者さんに実施する時の注意点等
を解説する。動画が閲覧できるシリアルコード付き。

外来を愉しむ攻める問診

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
山中克郎
（やまなか・かつお）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

鑑別診断に重要なポイントを明確にする“ 攻める問診 ”を行うためのテキスト。厚生
労働省が定める臨床研修の到達目標「頻度の高い症状」35項目から特に大切な
15症状を取り上げ、問診の技法を具体的に解説。

関フェデ流臨床推論カンファレンスLive 鑑別診断 +αを知る!
関西若手医師フェデレーション編著
中外医学社

若手医師のアカデミックな交流と卒後医学教育文化の共有・活性化を目指す「関
西若手医師フェデレーション」のノウハウを集成。よりぬきケースカンファレンスほか、
参加型ワークショップ 作成ガイド、チェックシートなどを収録。

*1031274460*
医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■ガ 193p
冊子版 978-4-8306-8146-2 2012.04

*1031507085*
医学
同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■カ 273p
冊子版 978-4-498-01016-1 2016.12

*1031593964*
診療放射線技師を目指す学生のための医用磁気共鳴イメー
ジング論
佐々木博
（ささき・ひろし）
共著
コロナ 社

山形仁
（やまがた・ひとし）
共著

診療放射線技師を目指す学生に向け、磁気共鳴イメージング（MRI）診断装置
の原理を、グラフ、画像、図を多用してわかりやすく解説。重要なエンコードの概
念では詳細な式の導出・シミュレーションを行う。演習問題も収録。

診療放射線技師を目指す学生のための医用超音波論
佐々木博
（ささき・ひろし）
共著
コロナ 社

飯沼一浩
（いいぬま・かずひろ）
共著

超音波の物理的基礎、アーチファクトとその成因など、初めて医用超音波を学ぶ
人に向けて、超音波診断装置の医用機器工学をわかりやすく解説。各章末には、
診療放射線技師国家試験に対応した演習問題も収録する。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎492.1 件名◎ MRI サシ 117p
冊子版 978-4-339-07239-6 2015.03
DL不可

*1031840314*
医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.1 件名◎超音波
（医学）サシ
104p
冊子版 978-4-339-07238-9 2015.02
DL不可

*1031840313*
総合診療の視点で診る不定愁訴 患者中心の医療の方法

医学

同時アクセス1 11,374円 + 税
同時アクセス3 17,061円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■ソ 261p
医師の科学者的側面だけでなく、
「人を癒す」という側面にも光を当てた、プライマリ・ 冊子版 978-4-7849-5765-1 2020.03

加藤光樹
（かとう・こうき）
編
日本医事新報社

ケア医向けの不定愁訴診療の本。診断と治療から、マネジメント、事例解説まで
を収録。電子版を利用できる袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031616239*
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内科主訴25の確定診断術 問診スキルでここまで絞り込める!
塩尻俊明
（しおじり・としあき）
編集
文光堂

熱が出た、呼吸が苦しい、めまいがする、しびれる…。内科主訴25を取り上げ、
問診にその他の所見を組み合わせて確定診断へ至る筋道をスッキリ整理。スマー
トな鑑別診断の極意を伝授する。

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■ナ 343p
冊子版 978-4-8306-1018-9 2013.08

*1031853792*
内科初診外来ただいま診断中 !

医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 シナ 194p
内科初診外来における症候や症状で診断が想起できない場合、どのようなアプロー 冊子版 978-4-498-02086-3 2020.04
鋪野紀好
（しきの・きよし）
著
中外医学社

チを行うべきか、具体的な診断戦略を挙げながら、分析的かつわかりやすく解説。
研修医だけでなく専攻医～指導医レベルの医師にも役立つ一冊。

*1031670353*
病院で受ける検査がわかる本 5訂版

医学

同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎492.1 件名◎臨床検査法 タビ
病院で受ける検査全般について説明し、症状別に行われる検査と疑われる病名を 374p
チャートで整理。画像などによる主な生体検査や検体検査の目的、進め方、検査 冊子版 978-4-86513-668-5 2020.01
高木康
（たかぎ・やすし）
共著
法研

田口進
（たぐち・すすむ）
共著

値の読み方・活かし方を解説するほか、遺伝子検査等も紹介する。

*1031986335*
領域横断チョイあてエコー活用術

Point‐of‐Care 超音波研究会認定
山田博胤
（やまだ・ひろつぐ）
編著
メディカ出版

谷口信行
（たにぐち・のぶゆき）
監修

POC 超音波研究会が2019年1月に開催したセミナーのスライドと解説をそのまま収
載。全身の POC 超音波検査の知識とテクニックが、臨場感あふれる講義で身につ
く。WEB 動画が視聴できるロック解除キー付き。

そうだったのか ! 絶対わかる心エコー

見てイメージできる判読・計測・評価のコツ

医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.1 件名◎超音波
（医学）ヤリ
171p
冊子版 978-4-8404-6916-6 2019.08

*1031137196*
医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 17,600円 + 税
分類◎492.12 件名◎心エコー図法 イソ
169p
心 エコーは難しくない! 診断のためにどこを見て、何を計測し、どう評価すべきかを、 冊子版 978-4-7581-0748-8 2012.11
岩倉克臣
（いわくら・かつおみ）
著
羊土社

写真とイラストでわかりやすく解説。きれいな撮像のコツや、評価の際の着目ポイン
トなど、臨床で役立つアドバイスも満載。

ハイパーソノグラファーK エコーの Web 動画が見られる! 1
山田博胤
（やまだ・ひろつぐ）
原作
メディカ出版

小谷敦志
（こたに・あつし）
原作

超音波診断の世界に革命を巻き起こす、超音波検査 “ 戦士 ” 響極和音 ! 急性心筋
梗塞・Stanford‐A 型大動脈解離を見破るSF マンガ医学書。レクチャーコーナー
も掲載。エコーWeb 動画が見られるロック解除キー付き。

*1031875425*
医学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎ 件名◎心エコー図法 ヤハ 183p
冊子版 978-4-8404-6884-8 2020.07
DL不可

*1031983470*
経食道心エコー カラー写真で一目でわかる 第3版
岡本浩嗣
（おかもと・ひろつぐ）
編
羊土社

山浦健
（やまうら・けん）
編

経食道心 エコー（TEE）の基礎から応用までを豊富なカラー写真とイラストでわ
かりやすく解説。
「目的の断面像を描出したい」「プローブ操作のコツを習得したい」
といったTEE 入門者に最適の本。

医学
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎ 件名◎心エコー図法 ■ケ 172p
冊子版 978-4-7581-1121-8 2020.06

*1031983475*
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心臓カテーテル 室スタッフマニュアル 改訂第2版

医学

同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎492.12 件名◎心臓カテーテル ■
カテーテル検査室で働く医師、コメディカルのスタッフに必要な知識をまとめる。心 シ 209p
臓カテーテル検査の準備から、必要な手技、カテーテルの種類、各検査、合併 冊子版 978-4-498-13621-2 2013.03
平山篤志
（ひらやま・あつし）
編集
中外医学社

症とその予防、各治療法、併存症の術前・術後管理までを解説。

*1031593979*
北海道循環器病院の心エコーカンファレンス

私たちが信頼される心エコー技師に変わったワケ 〈US Lab 8〉

医学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
村上弘則
（むらかみ・ひろのり）
監修 柴田正慶
（しばた・まさよし）
編集
分類◎492.12 件名◎心エコー図法 ■ホ
メディカ出版
175p
症例ごとの考え方がわかる! 一般的解説から仮説段階のもの、経験則に基づいた 冊子版 978-4-8404-6928-9 2019.10

説明まで、北海道循環器病院の心エコーカンファレンスの内容をまとめる。Web サ
イトで心 エコー動画を視聴できるスクラッチ式のキー付き。

わかる! 読める! ケアにつながる! モニター＆12誘導心電図
循環器 ナースだからこそ知っておきたい

山下武志
（やました・たけし）
編集
メディカ出版

モニター＆12誘導について、電極を貼る位置から、各誘導の見方、一つひとつの
波形の意味、異常波形を読み取る考え方の道筋、実際の不整脈（疾患）の心電
図を見て医療者がどう動くかまで解説する。

楽しく学んで好きになる! 心電図トレーニングクイズ
谷内亮水
（たにうち・りょうすい）
著
医歯薬出版

山本克人
（やまもと・かつひと）
監修

心電図波形の基本的な読み方をクイズ形式で学べる書。クイズに答え、さらに解
説を読むことで、自然と心電図判読のプロセスや方法、ポイントが身につく。
『Medical
Technology』連載に加筆し再構成。

*1031137202*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 ■ワ
231p
冊子版 978-4-8404-6658-5 2019.10

*1031274476*
医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 タタ
179p
冊子版 978-4-263-22932-3 2016.04

*1030884499*
検診で使える! 心電図自動診断とのつきあい方

医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 ミケ
心電図の自動診断の結果で注目すべき点、確認すべき点などについて症例形式で 168p
解説。重要な関連事項も明示し、日々の臨床の中で発見したピットフォールや教訓 冊子版 978-4-525-22221-5 2020.04

三原純司
（みはら・じゅんじ）
著
南山堂

関口守衛
（せきぐち・もりえ）
著

も惜しみなく紹介する。『月刊保団連』連載を加筆・修正し書籍化。

*1031830192*
心電図で見方が変わる急性冠症候群
小菅雅美
（こすげ・まさみ）
著
文光堂

木村一雄
（きむら・かずお）
監修

急性冠症候群の心電図診断の必携書。心電図を掲載しながら、症例に学ぶ心電
図診断のポイントをわかりやすく解説する。実際の臨床経験に基づいた知識と知恵
が満載。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 コシ 89p
冊子版 978-4-8306-1925-0 2015.04

*1031418076*
心電図ドリル 新装版

医学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎心電図 ドシ 94p
ベクトル・コアより発売されていた心電図本のロングセラーが新たに総合医学社よ 冊子版 978-4-88378-715-9 2020.07
土居忠文
（どい・ただふみ）
著
総合医学社

宮尾恵示
（みやお・えみ）
著

り新装版として発売。心電図の自己学習に最適な書き込み式のドリルです。

*1032352844*
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心電図のはじめかた

医学

杉山裕章
（すぎやま・ひろあき）
著
中外医学社

大のニガテから「心電図の壁」を乗り越えた新進気鋭の著者による、優しさあふ
れる“ 次につながる” 入門書。難しく構えがちな心電図のイロハについて、語りかけ
るレクチャー・スタイルで丁寧に解説する。

同時アクセス1 6,292円 + 税
同時アクセス3 12,584円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 スシ
199p
冊子版 978-4-498-03792-2 2017.02

*1031593981*
心電図の読み “ 型 ” 教えます!

Mastering ECG with“Sugiyama's Library”

Season2

杉山裕章
（すぎやま・ひろあき）
著
中外医学社

心電図・不整脈界の若き“ 匠 ”・Dr.ヒロが心電図の読みと所見の考え方を、症例
を挙げながら明快に解説。Season2は『ケアネット』連載の第14～29回を単行本化。
心電図画像をダウンロードできるコード付き。

心電図 ハンター 心電図×非循環器医 1 胸痛 / 虚血編

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 30,800円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 スシ
156p
冊子版 978-4-498-13702-8 2020.03

*1031616231*
医学

同時アクセス1 20,900円 + 税
同時アクセス3 41,800円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 マシ
循環器専門医から「もっと早く呼びなさい」「これは緊急じゃない」と言われたこと 221p
のある非循環器医に向けて、判断に迷う心電図の読み方とその後の対応を解説。 冊子版 978-4-498-03790-8 2016.09
増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
中外医学社

1では、胸痛 / 虚血を取り上げる。

*1031593982*
心電図教えてノート チームでモニター事故を予防する! 改訂2版
冨田晴樹
（とみた・はるき）
著
中外医学社

富永あや子
（とみなが・あやこ）
著

心電図の波形の読み方をシンプルかつ分かりやすく解説。また、安全な心電図モ
ニター管理を院内で統一するために有効なアプローチを紹介する。CLINICAL
QUESTIONなどを加えた改訂2版。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 トシ
114p
冊子版 978-4-498-07681-5 2020.03

*1031616232*
不整脈 2019 〈Medical Topics Series〉
杉本恒明
（すぎもと・つねあき）
監修
メディカルレビュー社

井上博
（いのうえ・ひろし）
編集

不整脈治療の最新トピックスを、臨床と関わりの深い基礎的研究も含めて、詳細か
つわかりやすく解説する。2019は、「構造からみた不整脈と心臓神経」「自律神経
と不整脈」など、20のトピックスを収録。

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎492.125 件名◎不整脈 ■フ
238p
冊子版 978-4-7792-2270-2 2019.08

*1031843694*
気管支鏡所見 見方・読み方・考え方

医学

同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 13,794円 + 税
分類◎492.13 件名◎気管支－検査法 ツ
気管支鏡の操作中に方向感覚を失いやすい部位を中心に、方向の定め方を説明 キ 82p
したうえで、病変の深さによる所見の取り方を実例とイラストで解説。クイズ形式の 冊子版 978-4-7849-5750-7 2020.02
土田敬明
（つちだ・たかあき）
著
日本医事新報社

病変の鑑別も収録。電子版のシリアルナンバーを記載した袋とじ付き。

DL不可

*1031533308*
水浸法による無痛大腸内視鏡挿入マニュアル

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎492.14 件名◎腸－検査法 ゴス
きわめて苦痛の少ない大腸内視鏡挿入法「水浸法」に最適化した挿入技術「ワ 190p
ンパターンメソッド」を紹介する。水浸法、ワンパターンメソッドを成功しやすくする 冊子版 978-4-498-04180-6 2016.04
後藤利夫
（ごとう・としお）
著
中外医学社

テクニックも公開。動画が見られるURL 付き。

*1031593983*
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胆膵 EUSセミナー

CT+シェーマ + 動画と合わせてわかる手技の基本から治療まで

医学

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
肱岡範
（ひじおか・すすむ）
著
分類◎492.14 件名◎胆道－検査法 ヒタ
羊土社
303p
何が見えているかわかる! EUS（超音波内視鏡）に加え、シェーマや CTを用いて、 冊子版 978-4-7581-1068-6 2019.11

胆膵領域の解剖から、手技の基本、治療までを徹底解説する。Web で動画が見
られるコード付き。

胆膵 EUS 教本 コンベックスEUSを極める

*1031340592*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.14 件名◎胆道－検査法 ■
胆道・膵臓疾患の診断と治療に必要不可欠な内視鏡手技である超音波内視鏡 タ 66p
（EUS）。挿入方法から、十二指腸球部・十二指腸下行部の操作、腹腔内動脈 冊子版 978-4-89269-944-3 2018.04
大西洋英
（おおにし・ひろひで）
監修
へるす出版

関根匡成
（せきね・まさなり）
編集

の観察、術後腸管までを解説する。EUS 動画が閲覧できるURL 付き。

*1032295316*
腹部エコーの “ みかた” あなたも名医 ! 〈jmed 65〉

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎492.14 件名◎消化器－検査法 オ
日常臨床で触れる頻度の高い消化器領域の肝臓、胆囊、膵臓における腹部超音 フ 150p
波検査を用いた総合的な“ みかた”を解説する。動画が視聴できるQRコード、電 冊子版 978-4-7849-6665-3 2019.12
小川眞広
（おがわ・まさひろ）
著
日本医事新報社

金子真大
（かねこ・まさひろ）
著

子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031434070*
本邦初 !!目からウロコ! パワーレス大腸内視鏡挿入法マス
ターガイド
結城美佳
（ゆうき・みか）
著
金芳堂

力を使わずに“ 楽 ”に大腸内視鏡検査ができる! パワーレス大腸内視鏡挿入法の
実現のポイントから習得術までを、写真や図を交えてわかりやすく解説する。動画
が見られるQRコード付き。

神経伝導検査ポケットマニュアル 第2版

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎492.14 件名◎腸－検査法 ユホ
79p
冊子版 978-4-7653-1797-9 2019.12

*1031340595*
医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎492.16 件名◎電気診断法 ■シ
神経伝導検査に関する知識と技術を習得し、得られた波形を正しく解析できるよう、 208p
豊富な写真やイラストを交えてわかりやすく解説。検査の注意点チェックリスト付き。 冊子版 978-4-263-21678-1 2017.11
正門由久
（まさかど・よしひさ）
編
医歯薬出版

高橋修
（たかはし・おさむ）
編

神経伝導検査における上肢2神経と下肢2神経を追加。

*1030884484*
多点表面筋電図 〈バイオメカニズム・ライブラリー〉
増田正
（ますだ・ただし）
共著
東京電機大学出版局

佐渡山亜兵
（さどやま・つぐたけ）
共著

電極を通して筋繊維の活動電位を計測・記録する筋電図。医療における診断や治
療に活かされつつある多点表面筋電図の方法論や応用例をわかりやすく解説し、多
くの研究論文を参照しながら、これまでの成果を取りまとめる。

医学
同時アクセス1 7,672円 + 税
同時アクセス3 11,509円 + 税
分類◎492.16 件名◎筋電図 マタ 188p
冊子版 978-4-501-33350-8 2019.09

*1032326677*
脳波の行間を読むデジタル 脳波判読術 コツとピットフォール
飛松省三
（とびまつ・しょうぞう）
著
南山堂

重藤寛史
（しげとう・ひろし）
著

実際の症例から、脳波判読のコツとピットフォールを学べる書。脳波を判読するた
めの基礎知識、脳波のエポックメーキング的な事項についてもわかりやすく解説する。
腕試しができる問題付き。メモ欄あり。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.16 件名◎脳波 トノ 269p
冊子版 978-4-525-22581-0 2019.11

*1031393911*
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ポケットマニュアル 尿沈渣 カラー版 第2版

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.17 件名◎尿検査 ヤポ 248p
見やすく、読みやすく、わかりやすい、尿沈渣成分の鑑別知識・能力が身につくポケッ 冊子版 978-4-263-22677-3 2016.10
八木靖二
（やぎ・せいじ）
著
医歯薬出版

福井巖
（ふくい・いわお）
監修

トマニュアル。図表やカラー写真を多用し、どの施設でも行える無染色法とS 染色
法を中心に、簡素にまとめる。

*1030884488*
グラム染色道場 2 菌も病気も染め分けろ!

医学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎492.18 件名◎細菌学的検査 ヤ
微生物と感染症に伴う生体反応そのものを同時に観察できるグラム染色。髄液、尿、 グ 248p
喀痰、胸水、血液、便、腹水など様々な検体におけるグラム染色の見方とピットフォー 冊子版 978-4-7849-4880-2 2020.02

山本剛
（やまもと・ごう）
著
日本医事新報社

ルについて解説。袋とじの電子版シリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533303*
エキスパートが教える輸液・栄養剤選択の考え方

メディカルスタッフが知りたかった
『なぜ ? 』
佐々木雅也
（ささき・まさや）
監修
羊土社

滋賀医科大学医学部附属病院 NST（栄養 サポートチーム）が、実際にどのよう
に静脈栄養の製剤、経腸栄養剤を選択し、活用しているかを、理論的な概説のみ
ならず、具体的な処方例を加えて解説する。

スタンダード輸血検査テキスト 第3版
認定輸血検査技師制度協議会カリキュラム委員会編集
医歯薬出版

輸血医療に携わる臨床検査技師や、認定輸血検査技師を目指す臨床検査技師の
ためのテキスト。輸血検査と精度管理、血液製剤の適応と管理・供給、輸血療
法など、輸血検査に必要な知識と技術をまとめる。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸液 ■エ 254p
冊子版 978-4-7581-0909-3 2020.03

*1031616219*
医学
同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 36,960円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸血 ■ス 361p
冊子版 978-4-263-22284-3 2017.09

*1030884498*
明日のアクションが変わるICU 輸液力の法則

医学

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸液 カア 328p
集中治療医を志す若手医師だけでなく、急性期の輸液・循環管理に携わるすべて 冊子版 978-4-498-16612-7 2019.09
川上大裕
（かわかみ・だいすけ）
著
中外医学社

の医師に向けた、「輸液力」を高めるためのテキスト。輸液と循環管理の基本、
輸液管理の実際とプロトコールを、図を交えて解説する。

*1031137182*
輸液のコツとポイント 原則から処方の具体例までわかる
〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
畑啓昭
（はた・ひろあき）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

覚えておくと必ず役立つ輸液の基礎知識を解説。輸液が必要がどうかの判断から、
輸液を止めるタイミングまで、診療科・疾患ごとの輸液のポイントがわかる。具体
的な商品名をあげた、実践的な処方例も掲載。穴埋め問題つき。

「やりたいこと」
がすぐできる! 人工呼吸器つかいこなしクイッ
クリファレンスブック 忙しい現場のための人工呼吸管理入門書
横山俊樹
（よこやま・としき）
編著
メディカ出版

春田良雄
（はるた・よしお）
編著

換気設定で必ず使う機能、患者の呼吸をもっと快適にするための使いこなし術…。
調べたいことや興味のあるテーマを簡単に検索できる人工呼吸管理の本。現場の
質問に答えるコラム、人工呼吸管理・ケアで役立つ早見表等も収録。

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 20,460円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸液 ■ユ
12,353p
冊子版 978-4-8306-8145-5 2012.02

*1031959568*
医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎人工呼吸器 ■ヤ 327p
冊子版 978-4-8404-7096-4 2020.08

*1032310398*
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ECMO 実践 ハンドブック 世界標準の成人 ECMO 管理
Alain Vuylsteke 著
羊土社

Daniel Brodie 著

世界的なエキスパートたちが、現在の ECMO 管理のスタンダードをわかりやすく解
説。回路の構成や患者の選定、カニューレの挿入・抜去など、臨床で必要な事項
をコンパクトにまとめる。

医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎492.28 件名◎人工呼吸器 ■エ
199p
冊子版 978-4-7581-1861-3 2020.02

*1031533322*
WEB 動画で学ぶ人工呼吸管理 基礎がわかれば実践できる

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎492.28 件名◎人工呼吸器 ■ウ
人工呼吸の基本から、肺メカニクス、トラブルシューティング、急性期リハビリテー 175p
ションまで、
「明日からの臨床を変える人工呼吸管理の知識」の習得を目標としたワー 冊子版 978-4-7653-1809-9 2020.03
日本呼吸ケア教育研究会編集
金芳堂

安田英人
（やすだ・ひでと）
執筆

クショップを書籍化。動画が見られるQRコード付き。

*1031616224*
こういうことだったのか !!ECMO・PCPS
Eureka!The Essence of ECMO・PCPS

小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
著
中外医学社

医療者に「管理が大変」「難しい」と思われがちなECMO（体外式模型人工肺）。
どのような場面で、なぜ必要なのか、現場でどう扱えばいいのかを体系立てて解説
する。ECMO の要点を摑んで使いこなすのに最適な書。

ER・ICU 100の don'ts 明日からやめる医療ケア
志馬伸朗
（しめ・のぶあき）
総編集
中外医学社

小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
編集

救急外来や ICU、一般病棟の現場で、効果や根拠が明確でないにもかかわらず、
ルーチンになっている診療手技や医療ケアはありませんか ? ER 診断から薬剤関連
まで、見直すべき100の「don'ts」を解説します。

医学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
分類◎ 件名◎人工呼吸器 ココ 161p
冊子版 978-4-498-16622-6 2020.07

*1031983483*
医学
同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 18,392円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■イ
264p
冊子版 978-4-498-06686-1 2016.12

*1031593942*
ER・ICU 診療を深める 2 リアル 血液浄化 Ver.2
小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
著
中外医学社

持続的腎代替療法（CRRT）の仕組みや効率について解説するほか、臨床に役
立つ「CRRT 回路の実際の構造」「CRRT の圧の解釈」も盛り込み、ER・ICU
の診療をわかりやすく説明する。血漿交換など重要テーマを加筆。

医学
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 55,000円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 コイ
522p
冊子版 978-4-498-06685-4 2020.01

*1031533331*
ER・ICU 診療を深める 1 救急・集中治療医の頭の中 Ver.2

医学

同時アクセス1 24,200円 + 税
同時アクセス3 48,400円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 コイ
救急・集中治療の現場では、いかに素早く的確な対応ができるかがポイントとなる。 418p
症例をもとに、臨床の達人の思考過程を追いながら、ER・ICU の診療をわかりやす 冊子版 978-4-498-06669-4 2016.11
小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
著
中外医学社

く解説する。ネーザルハイフローなど最新トピックスを加筆。

*1031593943*
SPAM 浦添 ER 診療ガイドブック
山内素直
（やまうち・すなお）
監修
中外医学社

浦添総合病院 SPAM 本制作グループ著

沖縄県の浦添総合病院の初期研修医が総力を挙げて作った、研修医向けの救急
外来での初期評価・初期対応コース「SPAM」を書籍化。バイタルサインの解
釈を始めとした問診と診察の基本を記述する。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■ス
336p
冊子版 978-4-498-16618-9 2019.12

*1031340572*
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ねころんで読める救急患者のみかた

ナース・救急救命士・研修医のための診療とケア

坂本壮
（さかもと・そう）
著
メディカ出版

救急患者のみかたがわかるエッセンスが満載 ! 救急外来診療に従事する人が頭に
入れておきたいことを、「バイタルサイン」「病歴聴取」「身体診察」の3つに分け
て解説。各項末にポイント（俳句調コメント）も掲載。

救急・当直で使える外科的処置のコツ

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎救急療法 サネ 159p
冊子版 978-4-8404-7232-6 2020.06

*1031873856*
医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
山畑佳篤
（やまはた・よしひろ）
編集 BEAM 編集委員会編集
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■キ
文光堂
8,223p
救急外来・全科当直の初期対応や災害時に役立つよう、一般的な外科的処置を 冊子版 978-4-8306-8155-4 2014.10

網羅。外科的処置の基本姿勢から、熱傷処置、骨折・脱臼への対応など個別の
創傷処置のコツ、救命に要する外科的処置まで、コンパクトに解説する。

救急外来ただいま診断中 !

*1031828317*
医学

坂本壮
（さかもと・そう）
著
中外医学社

意識障害に出会ったら? 胸痛患者に出会ったら? 順天堂大学練馬病院での勉強
会の内容をもとに、“よく出会う疾患・症候 ”を中心とした臨床推論のポイントや診断
のノウハウを、研修医向けにわかりやすく解説する。

同時アクセス1 15,488円 + 税
同時アクセス3 30,976円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 サキ
478p
冊子版 978-4-498-06682-3 2015.12

*1031593965*
救急救命士実践力アップ119
桂田菊嗣
（かつらだ・きくし）
編著
へるす出版

瀧野昌也
（たきの・まさや）
編著

現役の救急救命士に向けた実践的な問題集。現場で得られる情報を基に、具体
的な対応法を尋ねる問題を119問収録する。「誤嚥と誤飲」「もっとも速い冷却法は
何か」といったコラムも掲載。

医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■キ
244p
冊子版 978-4-89269-972-6 2019.04

*1032295314*
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 第2版

医学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 フゲ
救急の現場活動ですぐ使える英会話フレーズ集。よく遭遇する症例をピックアップし、 127p
SNSアプリ「LINE」のようなレイアウトで救急隊員と傷病者・家族の会話を再現。 冊子版 978-4-89269-994-8 2020.02

藤原ウェイン翔
（ふじわら・うぇいん しょう）
著
へるす出版

坂本哲也
（さかもと・てつや）
監修

日本語訳も付す。消防隊員向けに救助の場面も収録する。

動画

*1031657005*
疾患イメージをつかむ救急ケース68

リアルで多様な症例で診断・治療・ケアを制覇 !
阿南英明
（あなん・ひであき）
編集
メディカ出版

臨床でよく遭遇する24の救急疾患を取り上げ、複数の症例を示して、診断・治療・
ケアで外してはいけない軸を解説する。目の前の患者に確実に対応するための本
物の知識が得られる一冊。

専門外でも不安にならない救急外来「はじめの一手」

医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎救急療法 ■シ 327p
冊子版 978-4-8404-7000-1 2020.06

*1031983466*
医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■セ
臨床医に向けて専門外の診療に対する心構えを紹介し、救急外来診療の実際を、 261p
フローチャート等を交えて解説する。救急外来の現状と問題点、今後の課題などを 冊子版 978-4-525-41101-5 2020.02
岩田充永
（いわた・みつなが）
監修
南山堂

近藤貴士郎
（こんどう・たかしろう）
編集

語り合った座談会、診療以外の対応と運営の知識 Q＆Aも収録。

*1031574992*
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128症例で身につける臨床薬学 ハンドブック

薬物治療の考え方と服薬指導のポイント 改訂第3版

越前宏俊
（えちぜん・ひろとし）
編
羊土社

鈴木孝
（すずき・たかし）
編

薬剤師が押さえておくべき128症例を網羅し、臨床現場で必要な内容を厳選。病
態と処方の根拠をしっかり解説する。薬学部生の実務実習や国試対策、薬剤師の
臨床推論力アップに役立つ書。

Common Disease の病態生理と薬物治療
寺田弘
（てらだ・ひろし）
監修
オーム社

金保安則
（かなほ・やすのり）
監修

“よくかかる病気（Common Disease）”50種類の疾患の概念、症状、発症機構
について記述。それぞれの疾患に有効な医薬品の作用機構と副作用をも念頭に入
れた適切な使用法を解説する。

医学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■ヒ
476p
冊子版 978-4-7581-0941-3 2019.10

*1031274483*
医学
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■コ
709p
冊子版 978-4-274-22070-8 2019.03
DL不可

*1031983438*
これだけで十分内科医のための処方集 改訂6版
北村諭
（きたむら・さとし）
編著
中外医学社

池口邦彦
（いけぐち・くにひこ）
共著

呼吸器、循環器、消化器、血液といった内科疾患・症候のほか、内科医が外来
で遭遇する機会の多い精神科、整形外科、皮膚科、中毒など、さまざまな疾患別
症候に対する処方例を解説。最新の治療薬などを追加収録した改訂6版。

医学
同時アクセス1 5,566円 + 税
同時アクセス3 11,132円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 キコ
207p
冊子版 978-4-498-01781-8 2017.01

*1031593951*
ホンモノの薬歴の書き方

薬歴ってどう書くの ? 薬剤師のお悩み解決 !

岡村祐聡
（おかむら・まさとし）
著
金芳堂

正しい知識を得ると、薬歴は信じられないぐらいに速く書ける! 薬歴を取り巻く現状や
薬歴とは何かを説明するとともに、POSを取り入れることにより、薬歴が速く書けるよ
うになることを伝える。薬歴添削も収録。

循環器 / 腎・泌尿器 / 代謝 / 内分泌 薬理・病態・薬物治療

〈臨床薬学テキストシリーズ〉
乾賢一
（いぬい・けんいち）
監修
中山書店

赤池昭紀
（あかいけ・あきのり）
担当編集

循環器、腎・泌尿器、代謝、内分泌の各疾患について、その薬理・病態・薬物
治療を最新知見にそくしてわかりやすく解説。サイドノートには難解な医学用語の解
説や薬剤の構造式を掲載する。確認問題も収録。

消化器 / 感覚器・皮膚 / 生殖器・産婦人科

薬理・病態・薬物治療 〈臨床薬学テキストシリーズ〉

乾賢一
（いぬい・けんいち）
監修
中山書店

安原眞人
（やすはら・まさと）
担当編集

消化器、感覚器・皮膚、生殖器、産婦人科の各疾患について、その薬理・病態・
薬物治療を最新知見にそくしてわかりやすく解説。カラーの臨床写真や、難解な医
学用語の説明等を掲載する。確認問題も収録。

専門薬剤師からみた薬物治療の勘所 プロフェッショナル EYE
望月敬浩
（もちずき・たかひろ）
編著
南山堂

橋本保彦
（はしもと・やすひこ）
編著

感染制御、精神科、がん、妊婦・授乳婦、薬物療法、腎臓病薬物療法の6領域
の専門薬剤師が、薬物治療の勘所を解説。専門薬剤師から別の専門薬剤師へ
の質問とその回答・解説をまとめたQ＆Aも掲載。『薬局』連載を基に書籍化。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎化学療法 オホ 185p
冊子版 978-4-7653-1836-5 2020.08

*1032310407*
医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■ジ
381p
冊子版 978-4-521-74452-0 2020.01

*1031439216*
医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎ 件名◎化学療法 ■シ 348p
冊子版 978-4-521-74454-4 2020.05

*1031873843*
医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■セ
296p
冊子版 978-4-525-70651-7 2020.03

*1031830191*
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一冊できわめるステロイド診療ガイド
田中廣壽
（たなか・ひろとし）
編集
文光堂

宮地良樹
（みやち・よしき）
編集

最新の知見をもとに、各分野の第一人者が、ステロイドの用法・用量から副作用
までを徹底解説。病気・病態別の使い分けのコツをきめ細かに解説し、薬剤やガ
イドラインの一覧など付録も充実。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎492.38 件名◎ステロイド剤 ■イ
7,293p
冊子版 978-4-8306-1019-6 2015.03

*1031828312*
メディカテ メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ 1
血管内治療の薬ケアブック

杉生憲志
（すぎう・けんじ）
編
メディカ出版

多領域の血管内治療に携わる看護師やメディカルスタッフのためのテキスト。1は、
麻酔薬、循環器・消化器・脳神経系の血管内治療薬の投与例や副作用、禁忌、
治療前後でナースが気をつけることなどをわかりやすく解説する。

メディカテ メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ 2
全身疾患・血管内治療の流れと看護のキホン早見帳

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎492.4 件名◎画像下治療 ■メ
199p
冊子版 978-4-8404-6918-0 2019.09

*1031137199*
医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎492.4 件名◎画像下治療 ■メ
226p
多領域の血管内治療に携わる看護師やメディカルスタッフのためのテキスト。2は、脳、 冊子版 978-4-8404-6919-7 2019.09

野口純子
（のぐち・じゅんこ）
編
メディカ出版

循環器、消化器など、全身の血管内治療の適応疾患・治療の流れ・看護ポイント
を、写真や図を交えて解説。看護のキホンも説明する。

メディカテ メディカルスタッフのための血管内治療シリーズ 3
イラストと画像でみる血管内治療に必要な全身血管

阿古潤哉
（あこ・じゅんや）
編
メディカ出版

多領域の血管内治療に携わる看護師やメディカルスタッフのためのテキスト。3は、
頭部、心臓、腹部、下肢の治療に必要な全身血管の走行、さまざまな角度からの
画像をイラストで丁寧に解説。カテーテル中のトラブルも掲載する。

核医学安全基礎読本 2

核医学安全のための科学知識と技術スキル
渡邉直行
（わたなべ・なおゆき）
著
医療科学社

核医学診療ならではの患者ケアの意義と実践をはじめ、核医学診療に欠かせない
放射線物理学、細胞や個体への放射線影響の理解に必須となる放射線生物学、
放射線診療従事者の職業被ばくに係る放射線防護などについて解説する。

核医学安全基礎読本 3 内用療法

*1031137200*
医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.4 件名◎画像下治療 ■メ
173p
冊子版 978-4-8404-6917-3 2019.10

*1031137201*
医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ワカ
437p
冊子版 978-4-86003-112-1 2019.10

*1031115482*
医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ワカ
様々なRI 内用療法について説明。内容療法の主な対象である悪性腫瘍に関して 210p
概説し、各論では対象となる悪性および良性疾患の概念と標準的な治療法、内容 冊子版 978-4-86003-114-5 2019.11
渡邉直行
（わたなべ・なおゆき）
著
医療科学社

療法の役割を解説する。

*1031115483*
核医学検査 ハンドブック

医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ■カ
診療に多く用いられている核医学検査の内容をコンパクトにまとめて、わかりやすく 232p
解説したハンドブック。将来的に導入が期待される客観的臨床能力試験（OSCE） 冊子版 978-4-274-22329-7 2019.03

大西英雄
（おおにし・ひでお）
編
オーム社

において想定される設問なども掲載。

DL不可

*1032336438*
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図解診療放射線技術実践ガイド

第一線で必ず役立つ知識・実践のすべて 第4版

遠藤啓吾
（えんどう・けいご）
編集主幹
文光堂

杜下淳次
（もりした・じゅんじ）
編集委員

放射線技術学の知識と実践をまとめたガイド。放射線部門で働くための基礎知識
から、放射線画像検査技術、核医学検査技術、放射線治療技術、放射線管理
までを、豊富な図版とともに解説する。内容を大幅に刷新した第4版。

放射線医科学の事典 放射線および紫外線・電磁波・超音波
大西武雄
（おおにし・たけお）
監修
朝倉書店

松本英樹
（まつもと・ひでき）
総編集

最近の放射能・放射線・電磁波および超音波に関する医学的研究の成果を紹介。
放射能・放射線・電磁波および超音波利用の経緯と現状、その利点、注意すべ
き点など、あらゆる方向から編纂した事典。

医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ■ズ
1026p
冊子版 978-4-8306-4232-6 2020.01

*1031853791*
医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎ R492.4 件名◎放射線医学－便
覧 ■ホ 294,2p
冊子版 978-4-254-30117-5 2019.12

*1032433777*
CT 読影レポート、この画像どう書く?

解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患のレポート記載例

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎492.43 件名◎コンピュータ断層
撮影 オシ 237p
「読影レポートの書き方がわからない、もっと的確に書きたい」という初学者に向けて、 冊子版 978-4-7581-1191-1 2019.12
小黒草太
（おぐろ・そうた）
著
羊土社

読影に最小限必要な解剖・所見の基礎知識を臓器ごとに解説し、CT 読影レポー
トの記載例を140例以上掲載する。

救急撮影ガイドライン 救急撮影認定技師標準テキスト 改訂第3版

*1031340593*
医学

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 25,520円 + 税
分類◎ 件名◎放射線診断学 ■キ 296p
救急医療概論から外傷・内因性疾患ごとの救急撮影、安全管理の技術と知識まで、 冊子版 978-4-89269-999-3 2020.04

日本救急撮影技師認定機構監修
へるす出版

今日における救急放射線技術の最先端をまとめた救急撮影技師認定試験の標準テ
キスト。新たなエビデンスやガイドラインを加筆した改訂第3版。

*1032295317*
診療放射線技師を目指す学生のための医用 X 線 CT 工学
佐々木博
（ささき・ひろし）
共著
コロナ 社

小池貴久
（こいけ・たかひさ）
共著

断層像の表示方法、3次元画像処理、X 線 CT の線量評価など、診療放射線技
師として医療現場でCT 装置を扱う場合に必要となる基礎的な事柄をわかりやすく解
説。診療放射線技師国家試験に対応した演習問題も収録する。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎492.43 件名◎コンピュータ断層
撮影 ■シ 116p
冊子版 978-4-339-07240-2 2015.02
DL不可

*1031840315*
イラストで学ぶ胸部エックス線写真
すぐに役立つ50のチェックポイント

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.433 件名◎放射線診断学 ス
イ 178p
難解な胸部エックス線写真の読解について、診療に必要な初歩的な読影能力を身 冊子版 978-4-8306-3758-2 2019.12
鈴木滋
（すずき・しげる）
著
文光堂

につけるためのテキスト。異常所見の検出に重点を置き、陰影にイラストを重ねて
胸部 エックス線写真を直感で捉えられるように解説。確認問題付き。

ケースで学ぶ理学療法臨床思考 基本編 第2版

*1031828318*
医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎492.5 件名◎理学療法 ■ケ
骨関節障害、神経障害、内部障害の3つの理学療法領域から、基本的な疾患や 353p
外傷、臨床実習などで関わる機会の多い30症例を掲載。思考の流れを「仮説立案」 冊子版 978-4-8306-4579-2 2019.12
有馬慶美
（ありま・けいみ）
編集
文光堂

松本直人
（まつもと・なおと）
編集

と「仮説証明」の2つのパートで構成。

*1031828320*
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ケースで学ぶ理学療法臨床思考 実践編 第2版
有馬慶美
（ありま・けいみ）
編集
文光堂

三宮克彦
（さんのみや・かつひこ）
編集

骨関節障害、神経障害、内部障害の3つの理学療法領域から、関わる機会の多
い46症例を掲載。データ解釈の結論、その根拠、思考内容の順に記載し、思考
の基盤となるクリニカル・ルールも併記する。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎492.5 件名◎理学療法 ■ケ
542p
冊子版 978-4-8306-4580-8 2019.12

*1031828321*
運動療法学 障害別アプローチの理論と実際 第2版
市橋則明
（いちはし・のりあき）
編集
文光堂

運動療法を行う場合の基礎知識として痛みや老化といった13項目を解説するほか、
関節可動域制限、筋力低下など18項目の障害別運動療法の理論と実際を紹介。
執筆者の交代と項目の追加によって内容を刷新した第2版。

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎492.5 件名◎運動療法 ■ウ
526p
冊子版 978-4-8306-4503-7 2014.02

*1031350452*
理学療法プログラムデザイン

ケース別アプローチのポイントと実際

2

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎492.5 件名◎理学療法 ■リ
321p
片麻痺、パーキンソン、体幹、肩関節、股関節、膝関節、脳性麻痺、失調、呼吸、 冊子版 978-4-8306-4390-3 2012.05
武富由雄
（たけとみ・よしお）
監修
文光堂

市橋則明
（いちはし・のりあき）
編集

脊髄損傷、高齢者に分け、問題を抱えたケースを合計106列挙。ケースごとに「解
説」「理学療法のポイント」「理学療法の実際」を提示する。

理学療法プログラムデザイン ―ケース別アプローチのポ
イントと実際―
武富 由雄
文光堂

「片麻痺」「パーキンソン病」「体幹」「肩関節」「股関節」「膝関節」「下腿・
足関節」に分けて構成．それぞれ具体的な問題を抱えたケースが119列挙されて
いる．ケースごとに「解説」「理学療法のポイント」「理学療法の実際」に分け，
理学療法そのもののみを記してある．

理学療法リスク管理・ビューポイント
文光堂

本書では，リスク管理を具体的に理解するためのエピソードを中心に，リスクの重
要度，考えられるリスク，対応策について解説．PBL（Problem Based Learning
問題基盤型学習）の例題を満載し，重要なチェックポイントおよび対策をわかりやす
く簡潔に示した．

*1031350451*
医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-4352-1

2009

*1031350448*
医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-4341-5

2007

*1031828323*
クラウド時代の ヘルスケアモニタリングシステム構築と応
用 HealthCare Monitoring System Design and Applications in
Cloud Computing Era 〈エレクトロニクスシリーズ〉

板生清
（いたお・きよし）
監修
シーエムシー出版

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎492.8 件名◎医用電子機器 ■ク
313p
冊子版 978-4-7813-0642-1 2012.09

少子高齢化社会の到来に備え、センサネットワークを活用した健康・介護管理、
疾病予防 サービス「ヘルスケアモニタリング」の技術とサービスについて包括的
に解説する。

医用工学 〈診療放射線基礎テキストシリーズ 1〉

*1030893632*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎492.8 件名◎医用生体工学 ■イ
診療放射線技師を目指す学生に向けた「医用工学」のテキスト。基礎となる重 193p
要項目を簡潔に解説し、章末には豊富な演習問題を収録する。2020年から実施さ 冊子版 978-4-320-06187-3 2019.03
富永孝宏
（とみなが・たかひろ）
著
共立出版

坂本重己
（さかもと・しげみ）
著

れる国家試験の出題基準に準拠。

*1031873830*
31

医療系資格試験のための電気

医学

臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
仲田昭彦
（なかだ・あきひこ）
著
分類◎ S492.8 件名◎臨床工学技士 ナ
コロナ 社
イ 227p
臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験への対応を優先しつつ、 冊子版 978-4-339-07229-7 2012.04

電気を初めて学ぶ学生にも理解できるように丁寧に説明。

DL不可

*1031840307*
医療系資格試験のための物理

医学

臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
仲田昭彦
（なかだ・あきひこ）
著
分類◎ S492.8 件名◎臨床工学技士 ナ
コロナ 社
イ 175p
臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験への対応を優先しつつ、 冊子版 978-4-339-07228-0 2012.03

物理を初めて学ぶ学生にも理解できるようにていねいに説明した。

DL不可

*1031840306*
臨床工学技士のための生体計測装置学
西村生哉
（にしむら・いくや）
共著
コロナ 社

医学

三田村好矩
（みたむら・よしのり）
共著

第2種 ME 技術実力検定試験と臨床工学技士国家試験に出る生体計測装置学分
野の問題を解けるように、計測の基礎から生体情報の取得、信号処理、表示・記
録、データ伝送までを解説する。同試験の過去問、解答・解説も掲載。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎492.8 件名◎医用生体工学 ニリ
214p
冊子版 978-4-339-07243-3 2017.07
DL不可

*1031840311*
再生医療製品の許認可と組織工学の新しい試み

Regulation of Regenerative Medicine Products and New
Approaches of Tissue Regeneration 〈新材料・新素材シリーズ〉

岩田博夫
（いわた・ひろお）
監修
シーエムシー出版

松岡厚子
（まつおか・あつこ）
監修

再生医療製品に対する許認可の基本的な考え方、再生医療産業で大きな果実を
手に入れるために先手を打っている会社の活動、組織の再生に関する研究、組織
構築の数理モデル研究などを紹介する。

パワーアップ問題演習基礎看護学 新訂版 第2版

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎492.89 件名◎生体材料 ■サ
209p
冊子版 978-4-7813-0583-7 2012.05

*1030893618*
医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎492.9 件名◎看護学 ヤパ 207p
基礎看護学の穴埋め式問題集。概論から技術までのすべてを網羅。解答のペー 冊子版 978-4-907176-80-8 2019.11

山口瑞穂子
（やまぐち・みほこ）
編著
サイオ出版

川崎久子
（かわさき・ひさこ）
執筆

ジには、解説が加えられているので効率的な自己学習ができる。また、解凍のペー
ジは、切り離すことができるので何かと便利である。

*1031657017*
看護学生のための重要疾患ドリル 授業・実習・国試に役立つ !
2020

フラピエかおり編著
メヂカルフレンド社

・看護学生が学んでおきたい85の疾患をドリル化！ ・ふだんの授業や実習から国
試対策までずっと使える
！ ・疾患の理解に必要な解剖生理もしっかり学習できる
！

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.9 件名◎看護学 フカ 175p
冊子版 978-4-8392-1647-4 2019.09

*1032464451*
基礎看護 看護概論 / 基礎看護技術 / 臨床看護概論
〈ニューワークブック〉
牧野由加里
（まきの・ゆかり）
著
サイオ出版

新訂版

永岡由紀子
（ながおか・ゆきこ）
著

准看護学生用の基礎看護の参考書。重要ポイントを絞り込んだ解説と練習問題が、
授業の予習や復習、弱点克服、資格試験対策などに使える。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.9 件名◎看護学 マキ 164p
冊子版 978-4-907176-74-7 2019.07

*1031889382*
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ユーモア看護 癒しと和み

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎492.9014 件名◎看護学 ■ユ
ユーモアと笑いを加味した「ユーモア看護」のテキスト。ユーモア看護の導入か 121p
らその理論や具体的活用、またユーモアと非言語的行動との関連性まで、わかり 冊子版 978-4-7653-1814-3 2020.03
平澤久一
（ひらさわ・きゅういち）
監修
金芳堂

古谷昭雄
（ふるたに・あきお）
監修

やすく解説する。臨地でよく見られる事例も紹介。

*1031670332*
会話分析でわかる看護師のコミュニケーション技術
川野雅資
（かわの・まさし）
編著
中央法規出版

看護師に必要なコミュニケーションについて、会話のレベルや意図、言語的・非
言語的な技術を紹介。事例を用いた技術の活用法も解説し、コミュニケーション技
術のエビデンスを「見える化」する。演習も掲載。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎492.9014 件名◎看護学 カカ
223p
冊子版 978-4-8058-5746-5 2018.09

*1030939883*
ケアリング・ジレンマを超えて 徳倫理とモラル・エコロジー

医学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ 件名◎看護倫理 ■ケ 172p
徳倫理学の視座から、看護や福祉といったケア専門職のあるべき姿、態度・振る舞い、 冊子版 978-4-86692-074-0 2020.03

モラル・エコロジー研究会編
大学教育出版

それらが育つ「モラル・エコロジー」（道徳環境）について論じる。臨床で遭遇
する様々なジレンマ、倫理的徳を育む職場環境づくり等を考察。

*1031853779*
Nursing Care+ エビデンスと臨床知 Vol.2No.2（ 2019）

痛みのマネジメント

清水孝宏
（しみず・たかひろ）
編
総合医学社

患者の痛みを正しく把握して、ケアにつなげるための知識を学びます。

医学
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎492.905 件名◎看護学－雑誌 ■
ナ p195～324
冊子版 978-4-88378-926-9 2019.10

*1031224162*
Nursing Care+ エビデンスと臨床知 Vol.2No.3（ 2019） 輸液管理

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎492.905 件名◎看護学－雑誌 ■
輸液についての基礎知識から疾患や抗菌薬までの知識まで、ケアにつなげるため ナ p325～455
の知識を学びます。
冊子版 978-4-88378-927-6 2019.12
露木菜緒
（つゆき・なお）
編
総合医学社

*1031357353*
Nursing Care+ エビデンスと臨床知 Vol.2No.4（ 2020）

疾患別栄養管理

清水孝宏
（しみず・たかひろ）
編
総合医学社

栄養管理の考え方は常にアップデートが必要です。疾患や患者の状態に応じた栄
養管理を、最新の知見を交えながら解説。

医学
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎ 件名◎看護学－雑誌 ■ナ p457
～613
冊子版 978-4-88378-928-3 2020.06

*1031927271*
ナースのためのレポートの書き方
仕事で使える
「伝わる文章」の作法

水戸美津子
（みと・みつこ）
著
中央法規出版

第2版

病院に勤務するナースに向けて、文章作成の基本的な作法から、臨床ですぐに役
立つ提出書類や学会報告をする際の抄録などの書き方まで、例示を用いてわかりや
すく解説。PowerPoint の使い方を追加した第2版。

医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 ミナ 90p
冊子版 978-4-8058-8102-6 2020.03

*1032413673*
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はじめて学ぶ文献レビュー

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 ワハ
看護研究に関する文献レビューの書き方を解説する。文献レビューという行動を通 103p
して、学生が何をどのように学んでいけばよいのかを示す。卒業論文で、文献レビュー 冊子版 978-4-88378-694-7 2020.04
若村智子
（わかむら・ともこ）
著
総合医学社

西村舞琴
（にしむら・まこと）
著

を書こうとする4回生と指導する教師との対話形式で構成。

*1031853801*
看護教員必携資料集 第4版
田村やよひ
（たむら・やよい）
編集
メヂカルフレンド社

医学

山田百合子
（やまだ・ゆりこ）
編集

看護教育者が日々の教育活動や学校運営に活用できるよう、法令や看護教育関連
の検討会報告書などをコンパクトにまとめる。新カリキュラム関連資料や「大学院
設置基準（抄）」「看護実習ガイドライン」等も収録。

同時アクセス1 14,080円 + 税
同時アクセス3 35,200円 + 税
分類◎ 件名◎看護教育 ■カ 292p
冊子版 978-4-8392-1662-7 2020.07

*1032464441*
看護師に役立つレポート・論文の書き方 第5版

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 タカ
看護界では、文章力ある看護師が求められている。文章が苦手という看護師に向 151p
けて、結論から述べる三分節法など、よいレポート・論文を書くためのノウハウを 冊子版 978-4-7653-1803-7 2019.12
高谷修
（たかや・おさむ）
著
金芳堂

紹介する。章末に練習課題つき。学習方法などを加えた第5版。

*1032310404*
心理測定を活かした看護研究

医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 ■シ
看護領域の研究で用いられる心理測定について、テストの理論、代表的な測定法、 170p
疫学研究のデザインと進め方、データ解析法、論文の書き方と学会プレゼンテーショ 冊子版 978-4-7608-2644-5 2013.06
横山和仁
（よこやま・かずひと）
編著
金子書房

青木きよ子
（あおき・きよこ）
編著

ン、研究の実例などを紹介する。

*1031843689*
ステップアップ基礎看護技術ノート

医学

山口瑞穂子
（やまぐち・みほこ）
編著
サイオ出版

基礎看護技術を効率よく理解するための基礎的な問題集。穴埋め記述問題や二
者択一問題、○×問題とさまざまな角度から自己学習を応援する。書き込み式。

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ S492.9079 件名◎看護師 ヤス
127p
冊子版 978-4-907176-65-5 2017.12

*1031629233*
ナースのための聴診器の聴き方・使い方

スマホで聴こう! 血圧・肺音・腹音の実際

第3版

村田朗
（むらた・あきら）
著
総合医学社

聴診器を使った呼吸器・腹部の聴診を、初心者にも分かりやすいよう簡潔に、なお
かつ実践にすぐ役立つように解説する。聴診のコツを随所に配し、鑑別診断フロー
チャートも掲載。スマートフォンで呼吸音が聞けるQRコード付き。

タスク・シフト/シェアが成功する! パス活用術

多職種での運用とパス分析・改定・アウトカム評価がわかる

医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎492.911 件名◎看護学 ムナ 47p
冊子版 978-4-88378-693-0 2020.03

*1031853800*
医学

同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎492.912 件名◎看護記録 ■タ
157p
疾患別につくる診療プログラム「パス」。パスの基本を押さえるとともに、パスの分析・ 冊子版 978-4-8404-7123-7 2020.03

大久保清子
（おおくぼ・きよこ）
編著
メディカ出版

坂本すが
（さかもと・すが）
編著

改定・アウトカム評価を行うことができるよう、その仕組みと運用を解説する。パス
活用の成功事例も収録。
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*1031533318*

はじめてのフィジカルアセスメント 看護を学ぶすべてのひとが身
につけたいフィジカルイグザミネーションの知識と技術

第2版

横山美樹
（よこやま・みき）
著
メヂカルフレンド社

初めてフィジカルアセスメントを学ぶ看護学生に向けて、アセスメントに必要な身
体の仕組みと働き、フィジカルイグザミネーションの手技を、写真＆イラストで解説。
動画を見たり、呼吸音・心音を聴いたりできるQRコード付き。

看護過程から理解する看護診断 改訂3版
滝島紀子
（たきしま・のりこ）
著
丸善出版

看護過程の理解を通し、看護診断の考え方を学べるテキスト。看護過程の概要、
アセスメントから診断までの思考プロセス、看護診断を行う上で知っておくべき基
礎的事項などを解説し、看護診断の実際を事例で説明する。

医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎492.913 件名◎看護学 ヨハ
229p
冊子版 978-4-8392-1648-1 2019.11

*1032464444*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.913 件名◎看護診断 タカ
181p
冊子版 978-4-621-30368-9 2019.02

*1031434060*
ICUに配属ですか?! すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.916 件名◎看護学 ■ア
ICU へ配属となった看護師に向けて、ICU での看護を実践していくうえで必要な患 125p
者の疾患や病態の理解、その治療や観察のポイントを、図表や写真、イラストを 冊子版 978-4-8404-6929-6 2019.11

市場晋吾
（いちば・しんご）
監修
メディカ出版

交えてわかりやすく解説する。ICU でよく聞く略語も掲載。

*1031274479*
アンダートリアージを回避せよ!トリアージナースのための臨
床推論トレーニングブック アセスメントスキルがぐんぐん高まる
有吉孝一
（ありよし・こういち）
監著
金芳堂

水大介
（みず・だいすけ）
著

トリアージナースのための臨床推論トレーニング本。発熱、意識障害等、救急外
来を訪れる患者の commonな11の主訴と、小児、高齢者など注意を要する4病態、
マイナーエマージェンシー5科の疾患を収録する。

トリアージナースガイドブック 2020

医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.916 件名◎救急看護 ■ア
263p
冊子版 978-4-7653-1792-4 2019.10

*1030990139*
医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 17,600円 + 税
分類◎492.916 件名◎救急看護 ■ト
救急外来看護師のみならず、一般病棟の看護師、在宅訪問の看護師など、急な 215p
症状を有する患者の対応にあたるすべての看護師のためのトリアージガイド。
トリアー 冊子版 978-4-89269-986-3 2019.10

日本救急看護学会監修 日本救急看護学会トリアージ委員会編集
へるす出版

ジとは何かから、主要症状別・対象別のトリアージまでを解説する。

*1032295315*
整形外科とっても大事な34の手術と周術期ケア

治療とケアがひとめでつながる!
津村弘
（つむら・ひろし）
監修
メディカ出版

よく行われる整形外科について、それぞれのエキスパートの医師が、手術の目的や
術式の実際、周術期に注意すべき点などを詳しく解説。写真やイラストも多く掲載
する。取り外せる「整形外科の周術期薬剤30ミニブック」付き。

整形外科器械出し・外回り最強マニュアル
解剖・疾患・手術すべてマスター!

下肢編

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎看護学 ■セ 220p
冊子版 978-4-8404-7074-2 2020.05

*1031814539*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.9163 件名◎看護学 ■セ
286p
整形外科の下肢手術の知識を、機能解剖イラスト＆疾患別の適応術式チャートで 冊子版 978-4-8404-6971-5 2020.03

今田光一
（いまだ・こういち）
編集
メディカ出版

スッキリ整理。手術のタイムラインに沿って、術前準備から実際の介助までを解説
する。取り外せる「インプラントのポイントミニブック」付き。

*1031533320*
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ナースが行う入退院支援

患者・家族の “その人らしく生きる”を支えるために

藤澤まこと
（ふじさわ・まこと）
編著
メヂカルフレンド社

“その人らしく生きる”を支える入退院支援を行うためのテキスト。患者・家族への
意思決定支援や、退院後の生活に向けた支援、社会資源の活用、困難さを抱え
る患者に対する入退院支援の特徴と成功事例などを解説する。

はじめての看取りケア

病棟・在宅・救急外来・災害現場のケアと支援

山崎智子
（やまざき・ともこ）
編著
メヂカルフレンド社

佐々木吉子
（ささき・よしこ）
編著

はじめて死と向き合いケアするナースに、病院での看取りの基本から、在宅で本人
や家族の希望に沿った最期を過ごすための支援、救急外来と災害現場という、死
を想定していない状況で突然迎える看取りの特徴とケアまで解説する。

ナースの産科学

医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎ 件名◎看護学 フナ 233p
冊子版 978-4-8392-1660-3 2020.06

*1032464445*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 13,750円 + 税
分類◎ 件名◎看護学 ■ ハ 182p
冊子版 978-4-8392-1661-0 2020.06

*1032464443*
医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎492.923 件名◎周産期看護 スナ
ナースやコメディカルに必要な産科学の知識をコンパクトにまとめたテキスト。ガイ 498p
ドラインに準拠した基本的な産科診療・ケアに関する知識・技術に、臨床の実際 冊子版 978-4-498-07594-8 2013.03
杉本充弘
（すぎもと・みつひろ）
編著
中外医学社

を加味し、簡潔かつ平易に解説する。

*1031593955*
きほんの新生児疾患21 病態・ケアマップでわかる!

〈with NEO 別冊 るるNEO〉

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.925 件名◎小児看護 タキ
179p
新人ナースが関わることの多い21の新生児疾患について、「病態・ケアマップ」を 冊子版 978-4-8404-7203-6 2020.04

高橋大二郎
（たかはし・だいじろう）
編著
メディカ出版

中心に、原因から病態生理、把握するための症状や臨床検査、治療方針などを
解説する。先輩ナースからのメッセージも収録。

Dr. 長尾のたのしイイ呼吸ケア Q＆A100

酸素・血ガス・ドレナージ…現場 ナースのギモンに答えます!

*1031670360*
医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ナド
147p
低酸素血症、血ガス、酸素投与療法・ハイフローセラピー、気胸・胸水、気腔ド 冊子版 978-4-8404-7220-3 2020.04

長尾大志
（ながお・たいし）
著
メディカ出版

レナージの基礎知識をイラストとともにわかりやすく解説し、ナースのギモンに答え
るQ＆Aを掲載する。『呼吸器ケア』特集記事をもとに単行本化。

がん化学療法ケアガイド 治療開始前からはじめるアセスメントと
セルフケア支援

*1031616212*
医学

第3版 〈ベスト・プラクティスコレクション〉

同時アクセス1 7,502円 + 税
同時アクセス3 11,253円 + 税
濱口恵子
（はまぐち・けいこ）
編集 本山清美
（もとやま・きよみ）
編集
分類◎492.926 件名◎がん看護 ■ガ
中山書店
378p
がん化学療法を受ける患者に対して看護師が果たす役割とそのケアの根拠となる 冊子版 978-4-521-74770-5 2020.02

知識を専門看護師が解説する。新しい薬剤やレジメン、それを受け大きく変化した
標準治療、副作用の最新情報を盛り込んだ第3版。

がん放射線療法ケアガイド 病棟・外来・治療室で行うアセスメ
ントと患者サポート 第3版 〈ベスト・プラクティスコレクション〉

祖父江由紀子
（そふえ・ゆきこ）
編集
中山書店

久米恵江
（くめ・やすえ）
編集

放射線療法ががんに効くメカニズム、放射線の種類と特徴、治療計画、有害事
象の考え方などを、がん看護専門看護師、放射線治療専門医等が解説。具体的
にケアのポイントと根拠を記載し、患者・家族への説明時にも活用できる。
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*1031533335*
医学
同時アクセス1 7,502円 + 税
同時アクセス3 11,253円 + 税
分類◎492.926 件名◎がん看護 ■ガ
315p
冊子版 978-4-521-74769-9 2019.09

*1031137187*

ケアが身につく!ストーマ用語らくわかり事典
実践力 UP! の146ワード

医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
西口幸雄
（にしぐち・ゆきお）
監修 奥田典代
（おくだ・みちよ）
編集
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ケ
メディカ出版
221p
日常よく使っている、知っているようで知らない、ストーマ関連の用語の意味を、ケア 冊子版 978-4-8404-6720-9 2019.10

のポイントなど臨床に役立つ知識とともに紹介。間違えやすい用語や、患者さんへ
の言い換え方、イレギュラー対応力 UP のポイントなども掲載。

ナースがわかる認知関連行動アセスメント
〈CBA〉超実践
活用法 高次脳機能障害患者さんの普段の様子を観察して、6つの
視点で重症度を評価しよう!

森田秋子
（もりた・あきこ）
監修
メディカ出版

*1031274474*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ナ
181p
冊子版 978-4-8404-7205-0 2020.03

リハビリテーションやケアで多職種が連携して患者に適切に関わるためのツール「認
知関連行動アセスメント（CBA）」の活用法を紹介。高次脳機能障害や ADLと
認知機能の関係なども解説し、Q＆Aも収録する。

ナースの心臓血管外科学 改訂2版

*1031616213*
医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 アナ
心臓血管疾患をこれから勉強する人や看護スタッフに向けて、外科治療を要する 207p
心臓血管疾患をわかりやすく解説し、その手術と患者管理のポイントについて説明 冊子版 978-4-498-07559-7 2014.05
安達秀雄
（あだち・ひでお）
編著
中外医学社

する。最新の知識を盛り込んだ改訂2版。

*1031593956*
ナスさんが教える! ぴんとくる消化器外科看護

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 プナ
コミック「ぴんとこなーす」のナスさんたちといっしょに、消化器外科看護の基本を 157p
学べる本。消化器外科病棟に入院している患者のケアに共通して必要な知識、 冊子版 978-4-525-50161-7 2020.03
ぷろぺら著
南山堂

平野龍亮
（ひらの・りょうすけ）
医学監修

臓器別の押さえておきたいポイントを解説する。取り外せる冊子付き。

*1031830194*
はじめての消化器内視鏡看護 〈カラービジュアルで見てわかる!〉

医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ヤハ
消化器内視鏡看護をはじめて学ぶ新人看護師などを対象に、内視鏡看護に必要 135p
な基礎的事項や、具体的な検査・治療の管理について、写真やイラストを用いて 冊子版 978-4-8404-6925-8 2019.10
山田拓哉
（やまだ・たくや）
編著
メディカ出版

平松直樹
（ひらまつ・なおき）
監修

わかりやすく解説。内視鏡室の運用に必要な内視鏡洗浄・消毒も記載する。

*1031274475*
はじめての透析看護 改訂2版 〈カラービジュアルで見てわかる!〉
小澤潔
（おざわ・きよし）
監修
メディカ出版

萩原千鶴子
（はぎわら・ちずこ）
編集

透析療法に必要な技術・観察・ケア、主な合併症、患者のセルフマネジメント支
援など、医療法人眞仁会が取り組んでいる日々の治療・ケアを、写真や図表をふ
んだんに用いてビジュアル化し解説。新たな知見等を加えた改訂2版。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ ハ
147p
冊子版 978-4-8404-6926-5 2019.11

*1031274478*
めめ子と学ぶ新・まるごと眼科入門 図解でナットク! 即実践 !

医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■メ
目のしくみから、外来の流れ・検査・病気・手術まで、眼科スタッフに必要な知識・ 271p
情報を、わかりやすいイラストや写真を多用して解説。日常臨床で頻用される専門 冊子版 978-4-8404-7088-9 2020.04
安川力
（やすかわ・つとむ）
編集
メディカ出版

用語や略語もまとめて掲載する。

*1031814534*
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リハビリ患者さんの “ 食べたい !”を全力で支えるケア
知識×ケアで摂食嚥下をフルサポート!

小口和代
（おぐち・かずよ）
監修
メディカ出版

リハビリ患者さんの摂食嚥下の問題に取り組む人へ、嚥下障害の原因と病態、安
心安全な食事介助、口腔ケア、食べたくなる嚥下調整食、経管栄養、チーム医
療などについて、わかりやすく解説する。

関節リウマチ看護ガイドブック

共同意思決定をめざしたトータルケアの実践
房間美恵
（ふさま・みえ）
監修
羊土社

竹内勤
（たけうち・つとむ）
監修

リウマチ診療に必須の基本知識、生活者としての患者へのケアに必要な情報を、
医療者と患者の視点を含めながら解説。エビデンスに基づいた看護ケアと、患者
との共同意思決定のための実践的知識が身につくガイドブック。

在宅＆病棟でできる! おむつと排泄の看護ケア

むつき庵の「おむつフィッター」
が伝授 !
浜田きよ子
（はまだ・きよこ）
編著
メディカ出版

吉川羊子
（よしかわ・ようこ）
編集協力

排泄用具の情報館「むつき庵」のおむつフィッターが病棟と在宅の看護師に向け、
おむつケアと排泄ケアのさまざまなノウハウを事例とともに伝授する。オンラインマ
ガジン『メディマガ』連載を単行本化。

循環器の薬剤カタログ143 どう効く? どう使う? がまるごとわかる

医学
同時アクセス1 14,322円 + 税
同時アクセス3 18,942円 + 税
分類◎492.926 件名◎リハビリテーション
看護 ■リ 253p
冊子版 978-4-8404-6797-1 2019.09

*1031137198*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■カ
286p
冊子版 978-4-7581-0974-1 2019.09

*1031137177*
医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ハザ
177p
冊子版 978-4-8404-7204-3 2020.05

*1031814537*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ジ
循環器診療でナースが触れることの多い薬剤についてわかりやすく説明。作用メカ 238p
ニズムをマンガで解説し、使用前にチェックすること、使用方法、使用中注意す 冊子版 978-4-8404-6992-0 2020.04

猪又孝元
（いのまた・たかゆき）
編集
メディカ出版

ることを記載する。取り外せる「重要薬剤20ミニブック」付き。

*1031616216*
消化器の治療と検査サクッと攻略 !はやわかりデータベース
定番 + 最新処置のケアの知識をチェック＆アップデート

篠原尚
（しのはら・ひさし）
監修
メディカ出版

最先端の医療現場で行われている消化器疾患の治療と検査を、図を用いて解説。
各項ごとに治療法・ケアの理由や留意点等を、チェックリストと共に簡潔にまとめる。
切り取り式の「消化器の重要薬剤＆検査値ミニブック」付き。

心臓血管外科の術後管理と看護

最もシンプルで ,しかもポイントがよくわかる

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ■シ
247p
冊子版 978-4-8404-7054-4 2020.04

*1031616214*
医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ヤシ
153p
心臓血管外科周術期に必要な基礎知識から、術式・血行動態をふまえた術後管理・ 冊子版 978-4-88378-682-4 2020.01
山中源治
（やまなか・もとはる）
著
総合医学社

小泉雅子
（こいずみ・まさこ）
著

看護の実際、術後合併症の管理・看護、モニタリングと補助循環まで、看護師が知っ
ておくべきケアのポイントをまとめる。

糖尿病看護きほんノート 治療・ケア・患者教育をらくらく理解

*1031496589*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ヒト
治療とケア、合併症と併存疾患、患者指導、多職種や患者家族とのかかわりなど、 253p
糖尿病看護のきほんを図表を交えてわかりやすく解説する。取り外して使う「糖尿 冊子版 978-4-8404-7109-1 2020.03

肥後直子
（ひご・なおこ）
編著
メディカ出版

病の知識がレベルアップするミニブック」付き。

*1031616209*
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透析看護ポケットブック

慢性腎不全の病態と治療・ケアがまるっとわかる!

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
伊東稔
（いとう・みのる）
監修 川合由美子
（かわい・ゆみこ）
編集
分類◎492.926 件名◎看護学 ■ト
メディカ出版
223p
はじめて透析室に勤める新人スタッフに向けて、透析看護におけるポイントをコン 冊子版 978-4-8404-7177-0 2019.11

パクトにまとめる。血液透析、腹膜透析から腎移植、食事管理、合併症や検査、
薬剤まで、図表や写真も使い、オールカラーで分かりやすく解説する。

脳卒中看護3年目の教科書

疾病・障害・生活の疑問をズバリ解決＆フカボリ解説

*1031340585*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
平野照之
（ひらの・てるゆき）
監修
分類◎〈492.926〉 件名◎看護学 ■ノ
メディカ出版
239p
脳神経領域で最も患者数の多い脳卒中をテーマに、急性期・回復期リハビリテー 冊子版 978-4-8404-6958-6 2020.08

ション等の看護知識から社会資源の活用までを、Q＆A 形式でわかりやすく解説。
ひと通りのことを覚えた3年目以降に知っておきたい深い知識が満載。

透析患者の薬ちゃちゃっとガイド

ナースが服薬指導に使える418製剤の要点ぎゅっ!
浦田元樹
（うらた・もとき）
編集
メディカ出版

陳尾祐介
（じんお・ゆうすけ）
編集

透析室スタッフに向けて、作用機序、用法・用量、副作用、特徴や注意点、服
薬指導のコツなど、透析患者の薬を適切に管理するための知識をまとめる。取り外
せる「薬の飲みかたQ＆Aミニブック」付き。

はじめての精神科看護 改訂2版 〈カラービジュアルで見てわかる!〉

*1032310399*
医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎〈492.926〉 件名◎看護学 ■ト
295p
冊子版 978-4-8404-7040-7 2020.06

*1032310394*
医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎492.927 件名◎精神科看護 ■
はじめて精神科看護を経験する人に向けて、統合失調症・感情障害・認知症の ハ 143p
症状や看護のポイント、治療と合併症、薬剤などについて、カラーイラストとともに 冊子版 978-4-8404-7200-5 2020.02

浅香山病院看護部編著
メディカ出版

分かりやすく解説する。

*1031533313*
一般病棟の認知症高齢者ケア
田中久美
（たなか・くみ）
編集
メヂカルフレンド社

一般病棟で働く看護師に向けて、認知症高齢者の基礎知識や、入院中の認知症
高齢者への対応、退院後の生活を見据えた支援と連携について解説する。事例
でみる、認知症高齢者へのかかわりの実際も掲載。

医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎老年看護 ■イ 223p
冊子版 978-4-8392-1654-2 2020.04

*1032464446*
いまどきナースのこころサポート

看護管理者が行う職場のメンタルヘルスサポート

武用百子
（ぶよう・ももこ）
編著
メヂカルフレンド社

「暴力を振るわれて病室に行けない」「点滴の滴下数が計算できない」「元気なの
に出勤できない」。看護管理者に向けて、看護師のメンタルをサポートするための
介入方法を具体的に示す。ポジティブ心理学の活用法も紹介。

クレーム対応に困らないナースの「謝罪力」
「 交渉術」
対人関係力を高める7つのレッスン

廣田早恵美
（ひろた・さえみ）
著
メヂカルフレンド社

医療現場でみられるクレーマー事例を詳述し、クレーム対応に必要な「謝罪力」や、
クレーマーとの対話に使える「交渉術」について解説。ほか、セルフマネジメント
とコミュニケーショントレーニングも紹介する。

医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎492.983 件名◎看護管理 ブイ
195p
冊子版 978-4-8392-1649-8 2019.12

*1032464450*
医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎看護管理 ヒク 125p
冊子版 978-4-8392-1653-5 2020.04

*1032464447*
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看護「人材管理」ベーシックテキスト

人材育成・チームマネジメント・労務管理の基礎がわかる!

松浦正子
（まつうら・まさこ）
編著
メディカ出版

主任およびマネジメントラダーⅠの取得を目指す看護職を対象に、人材育成や労務
管理の基礎知識、看護 チームのマネジメントについて解説する。認定看護管理
者教育課程「ファーストレベル」のカリキュラムに対応。

看護師長のための病棟経営超入門

経営・財務指標の見方・使い方
工藤潤
（くどう・じゅん）
編集
メヂカルフレンド社

看護管理者必須の経営指標、病棟経営の質を向上させる財務諸表の読み方、多
職種から求められている看護のポイント、チーム医療体制構築のコツなどをわかり
やすく紹介。病棟のデータを導き出せるワークシート付き。

働き方改革時代の労務管理 看護現場の事例で学ぶ
高平仁史
（たかひら・ひとし）
著
メディカ出版

時間外労働って何 ? 突然、有給休暇を申し出られたら? 子育て中の夜勤拒否は可
能 ? 看護管理者に向けて、「働き方改革関連法」の改定内容を詳しく紹介し、現
場の労務管理問題への対応法を事例を交えてわかりやすく解説。

医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎ 件名◎看護管理 マカ 167p
冊子版 978-4-8404-7124-4 2020.07

*1032310400*
医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎492.983 件名◎看護管理 ■カ
222p
冊子版 978-4-8392-1651-1 2020.03

*1032464448*
医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.983 件名◎看護管理 タハ
223p
冊子版 978-4-8404-6873-2 2019.09

*1031137197*
クリニカルラダー＆マネジメントラダー ラダー作成・運用・評
価「最強」マニュアル 人が育つ ! 組織が変わる!

医学

同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
加藤由美
（かとう・ゆみ）
編著
分類◎492.984 件名◎看護管理 カク
メディカ出版
175p
「クリニカルラダー」
「マネジメントラダー」についての基本的な考え方と、組織に合っ 冊子版 978-4-8404-6790-2 2019.11

たラダーを構築するための開発事例、評価までの活用事例を紹介する。『ナーシン
グビジネス』掲載を加筆し書籍化。

看護管理者のためのキャリアデザイン支援術

スタッフを支え・成長を促す面談スキル 向上 !
濱田安岐子
（はまだ・あきこ）
著
メディカ出版

看護管理者が、キャリアデザインの視点と支援方法を身に付けるためのテキスト。
自己実現へと向かうキャリア支援を考える。ワークシートのダウンロードサービス付き。
『ナーシングビジネス』連載を書籍化。

はじめてみよう訪問看護 〈カラービジュアルで見てわかる!〉
宮田乃有
（みやた・のあ）
編
メディカ出版

訪問看護をはじめたあとに必要となる知識や技術の解説だけでなく、訪問看護をは
じめる前の看護師の興味と不安に答えることをめざした本。就活の仕方や、研修
内容、給料・待遇等についても盛り込む。リスクへの備え方も記載。

*1031274473*
医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎看護管理 ハカ 199p
冊子版 978-4-8404-7266-1 2020.09

*1032310402*
医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.993 件名◎訪問看護 ■ ハ
174p
冊子版 978-4-8404-7193-0 2020.03

*1031533315*
訪問看護がわかる
「いま・これから」の Key Word

過去・現在を読み解き、未来をひらく

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎492.993 件名◎訪問看護 ミホ
151p
訪問看護の成り立ちやしくみ、課題がわかるよう、2020年現在の訪問看護をめぐる 冊子版 978-4-8404-7206-7 2020.04

宮崎和加子
（みやざき・わかこ）
編著
メディカ出版

春日広美
（かすが・ひろみ）
著

状況・関係する事項、訪問看護の歴史、そしてこれからを、キーワードで解説。
訪問看護を学びたい人のための資料集も収録。
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*1031814536*

ナースの内科学 改訂10版

医学

奈良信雄
（なら・のぶお）
編著
中外医学社

ナースやコメディカルに必要な内科学の知識をコンパクトにまとめたテキスト。内
科看護上必須事項をまとめた総論と、各臓器の病態・疾患を扱う各論で構成。とく
に重要な点は赤字で記載する。復習問題も収録。

同時アクセス1 27,720円 + 税
同時アクセス3 55,440円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ナナ 735p
冊子版 978-4-498-07591-7 2017.04

*1031593958*
みんなで解決 ! 病棟のギモン 研修医のリアルな質問に答えます
香坂俊
（こうさか・しゅん）
監修
羊土社

吉野鉄大
（よしの・てつひろ）
編集

胃薬などのルーチン処方、本当に必要なの ? グラム染色の使いどきって? 研修医
の素朴な疑問に根拠を示しながらやさしく回答。疑問解決のプロセスやエビデン
スの活かし方も学べる。『レジデントノート』連載をアップデート。

医学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ■ミ 367p
冊子版 978-4-7581-1867-5 2020.03

*1031616220*
内科レジデント実践マニュアル
経時的流れに応じた適切な治療

原和弘
（はら・かずひろ）
監修
文光堂

第11版

三井記念病院内科編集

内科レジデントを対象に、代表的疾患のマネジメントのガイドラインを示した、外来・
病棟・当直で役立つコンパクトなマニュアル。針刺し事故の対応、感染症・違法
薬物の迅速検査、主な抗菌薬の略語一覧等も収録。

内科学 改訂7版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
北村諭
（きたむら・さとし）
編集
中外医学社

坂東政司
（ばんどう・まさし）
編集

コメディカルのための内科学のテキスト。各疾患の診断や治療のポイントなど、必
要にして充分な内科学の知識を箇条書きにしてコンパクトにまとめる。新たなガイド
ラインや治療薬、最新の知見や診断・治療法を加えた改訂7版。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ■ナ 437p
冊子版 978-4-8306-2049-2 2020.03

*1032288283*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ■ナ 427p
冊子版 978-4-498-07696-9 2020.04

*1031670338*
精神症状から身体疾患を見抜く

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.09 件名◎精神身体医学 オ
精神症状から身体疾患を見抜くには。主な読み手として内科医を想定し、精神症 セ 172p
状を診た時にどのように身体疾患を疑うかという点について考え、一見精神症状のよ 冊子版 978-4-7653-1821-1 2020.03
尾久守侑
（おぎゅう・かみゆ）
著
金芳堂

内田裕之
（うちだ・ひろゆき）
監修

うに見える神経症状の切り取り方を述べる。

*1031616223*
内なる治癒力 こころと免疫をめぐる新しい医学 〈創元アーカイブス〉

医学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎493.09 件名◎精神身体医学 ロ
「心」が「体」に与える影響を、数多くの具体的なデータや症例を示しながら解明。 ウ 317p
精神神経免疫学（PNI）を核にした、科学的な全人的医療の新しいモデルを提 冊子版 978-4-422-11726-3 2019.10
スティーヴン・ロック著 ダグラス・コリガン著
創元社

供する。

DL不可 EPUB

*1031553447*
ミトコンドリアと病気 〈遺伝子医学 MOOK 35〉

医学

同時アクセス1 17,710円 + 税
同時アクセス3 35,420円 + 税
分類◎ 件名◎ミトコンドリア病 ■ミ 298p
ミトコンドリア病の基礎知識をやさしく説明し、診断、各臨床病型、遺伝カウンセリ 冊子版 978-4-909508-06-5 2020.05
村山圭
（むらやま・けい）
編集
メディカルドゥ

小坂仁
（おさか・ひとし）
編集

ング・出生前診断、治療、創薬開発、基礎研究などについて解説する。ミトコンド
リア病に関わる家族会・支援団体の活動も紹介する。

*1032383785*
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カニでもわかる水・電解質

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎493.12 件名◎物質代謝異常 ナ
医師の基本中の基本である水・電解質がすいすいわかる! 臨床に出る前の学生や、 カ 186p
初期研修医、水・電解質が苦手な若手に向けて、難しい理論は後回しにし、必ず 冊子版 978-4-498-12388-5 2020.04
長澤将
（ながさわ・たすく）
著
中外医学社

知らなくてはいけない知識と診療上のアプローチを解説する。

*1031670342*
最新アミロイドーシスのすべて 診療ガイドライン2017とQ＆A

医学

同時アクセス1 31,020円 + 税
同時アクセス3 62,040円 + 税
分類◎493.12 件名◎類澱粉症 ■サ
アミロイドーシス診療ガイドラインの解説書。2017年の診断基準の改定に合わせて、 250p
病型ごとの病態・診断・治療に関する総論および Q＆Aをまとめる。
冊子版 978-4-263-73175-8 2017.03
安東由喜雄
（あんどう・ゆきお）
監修
医歯薬出版

植田光晴
（うえだ・みつはる）
編集

*1030884487*
1型糖尿病治療・ケアのエッセンス

シームレスな診療体制による患者アウトカム
内潟安子
（うちがた・やすこ）
監修
医歯薬出版

馬場園哲也
（ばばぞの・てつや）
編集

情熱と英知の歴史が結実した、患者中心の治療＆ケアがここに－。東京女子医科
大学糖尿病センターのポリシーに則り、医局員が1型糖尿病と、それに付随する諸々
の治療やケアにどのように対峙してきたか、対峙しているかを紹介。

All in One 糖尿病外来診療の味方
橋本浩
（はしもと・ひろし）
著
南山堂

初学者や、プライマリ・ケアの現場においてさまざまな疾患・患者に対応しなくては
ならない医師に実用的な情報を提供する一冊。糖尿病の基本から合併症、妊娠
糖尿病や二次性糖尿病のマネジメントまで、幅広くまとめる。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎493.123 件名◎1型糖尿病 ■イ
269p
冊子版 978-4-263-23652-9 2018.02

*1030884497*
医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ハオ
276p
冊子版 978-4-525-23561-1 2020.04

*1031830199*
インスリン療法マニュアル 第5版

医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■イ
糖尿病の第一線で治療に携わっている勤務医、研修医、看護婦が、ベッドサイド 186p
で利用できるインスリン治療の手引。各種インスリン療法の実際など、内容をアップデー 冊子版 978-4-8306-1393-7 2019.05
薄井勲
（うすい・いさお）
編集
文光堂

戸邉一之
（とべ・かずゆき）
編集

トした第5版。見返しにインスリン製剤一覧表あり。

*1031132305*
とことんわかる血糖値

血糖コントロールの改善・安定化のコツとポイントにつながる19症例

福井道明
（ふくい・みちあき）
監修
メディカ出版

水野美華
（みずの・みか）
編集

糖尿病治療の基本は良好な血糖コントロールの維持。高血糖・低血糖が全身に
与える影響や糖尿病治療が血糖値に与える影響を解説。それを踏まえて、さまざま
な背景の症例で、血糖コントロールのコツやポイントを読み解く。

はじめてのカーボカウント 3版
坂根直樹
（さかね・なおき）
編著
中外医学社

佐野喜子
（さの・よしこ）
編著

1日にどのくらいカーボをとればいいの? 食品交換表との違いは? 糖尿病の食事療法
「カーボカウント」にまつわる患者の疑問、医療従事者の疑問にQ＆A 形式でわ
かりやすく答える。すぐに使える巻末資料も充実。

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎糖尿病 ■ト 238p
冊子版 978-4-8404-7110-7 2020.09

*1032433795*
医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ ハ
137p
冊子版 978-4-498-12364-9 2016.02

*1031593959*
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ひと味違うSGLT2阻害薬の使い方

医学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ヒ
エビデンスから心腎不全治療薬の印象があるが、本来は糖尿病治療薬である 190p
SGLT2阻害薬。他の糖尿病治療薬とどのように併用するのが効果的なのか、合 冊子版 978-4-498-12390-8 2020.04
野出孝一
（ので・こういち）
監修
中外医学社

豊田茂
（とよだ・しげる）
編著

併症に対してどう使うのか、臨床と最新のデータを基に使い方を解説する。

*1031670350*
血糖管理のための糖尿病治療薬活用マニュアル
寺内康夫
（てらうち・やすお）
編著
中外医学社

白川純
（しらかわ・じゅん）
編著

一般内科医などの非糖尿病専門医を対象に、糖尿病治療薬の特徴や使い方、病
態ごとのコントロール法など、安全な血糖管理を行うための治療薬の活用法を解説
する。

医学
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ケ
315p
冊子版 978-4-498-12386-1 2020.03

*1031670335*
失敗例から学ぶ糖尿病療養指導が劇的に変わるマジックワード

医学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 サシ
糖尿病患者の体重管理、食事、運動、薬物療法、血糖測定などに対しての「言 164p
い訳」や「抵抗」などに、どのようなコミュニケーションを取るべきか。患者に響く 冊子版 978-4-7653-1808-2 2020.03
坂根直樹
（さかね・なおき）
著
金芳堂

効果的な言葉、やる気を引き出す言葉「マジックワード」を紹介する。

*1031670331*
腫瘍糖尿病学 Q＆Aがん患者さんの糖尿病診療マニュア
ル こういうときはこうする!
大橋健
（おおはし・けん）
編著
金芳堂

北澤公
（きたざわ・とおる）
編著

第一線で活躍する医師たちのがん患者の糖尿病管理に関するベスト・プラクティス
をQ＆A 形式で解説。糖尿病とがんに関する最新情報はもちろん、豊富な症例とと
もに診療の道しるべとなるような臨床の知恵を実践的にまとめる。

新人スタッフ必携 ! 糖尿病の病態生理・療養指導 Q＆A80

〈糖尿病ケア別冊〉

朝倉俊成
（あさくら・としなり）
編集
メディカ出版

水野美華
（みずの・みか）
編集

糖尿病にかかわる医療者がおさえておきたい病態生理・療養指導の基礎知識を、
図表を用いながらQ＆A 形式で解説する。糖尿病教室で使える患者向け〇×クイ
ズのダウンロードサービス付き。『糖尿病ケア』掲載を書籍化。

糖尿病療養指導グリーンノート

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎ 件名◎糖尿病 ■シ 287p
冊子版 978-4-7653-1835-8 2020.07

*1031983478*
医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■シ
142p
冊子版 978-4-8404-7197-8 2020.03

*1031616210*
医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ト
糖尿病の療養指導を行ううえで欠かすことのできない基礎知識、病態把握、他科と 447p
の連携、患者ケアなどのポイントを簡明に解説する。臨床現場で役立つ実践的な 冊子版 978-4-498-12384-7 2019.09
寺内康夫
（てらうち・やすお）
編集
中外医学社

白川純
（しらかわ・じゅん）
編集

内容を含んだポケットサイズのマニュアル。

*1031137184*
メタボリックサージェリーClinical Update
龍野一郎
（たつの・いちろう）
監修
メディカ出版

笠間和典
（かさま・かずのり）
監修

高度肥満症、肥満2型糖尿病に普及、適応拡大が進むメタボリックサージェリー。
高度肥満症の病態と治療、外科治療前の管理、メタボリックサージェリーの実際な
どを解説する。Web 手術動画を視聴できるロック解除キー付き。

医学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 48,400円 + 税
分類◎ 件名◎肥満症 ■メ 229p
冊子版 978-4-8404-7257-9 2020.10

*1032433799*
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こんな対応はNG! 非専門医のためのリウマチ・膠原病診療
和田琢
（わだ・たくま）
著
金芳堂

三村俊英
（みむら・としひで）
監修

非専門医を対象に、リウマチ・膠原病診療の適切な対処法や専門医への紹介の
タイミングなどについて、NG 事例をもとに必要ポイントを解説する。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎493.14 件名◎膠原病 ワコ 194p
冊子版 978-4-7653-1827-3 2020.04

*1031670329*
トータルアプローチアレルギー診療重要基礎知識40

〈医学のあゆみ BOOKS〉

医学

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
永田真
（ながた・まこと）
編
分類◎493.14 件名◎アレルギー ■ト
医歯薬出版
244p
アレルギー診療に必須の重要知識を中心にまとめたテキスト。「アレルギー診療に 冊子版 978-4-263-20685-0 2019.10

おける“トータルアプローチ ” の重要性」「気管支喘息（成人）の診断と治療」「ア
ナフィラキシーのガイドラインに基づいた診断と管理」等を収録。

どんな診察室にも役立つアレルギー疾患まるわかりBOOK
橋本浩
（はしもと・ひろし）
著
南山堂

日常診療で役立つよう、アレルギーの基本や、検査・治療法の基礎知識、緊急時
の対応、診療でよくみるアレルギー疾患について解説。さらに、どのような経過でど
んな症状があればアレルギーを疑うべきなのかを説明する。

*1032295322*
医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎アレルギー ハド 200p
冊子版 978-4-525-23571-0 2020.08

*1032267589*
臨床現場で直面する疑問に答える成人食物アレルギーQ＆A

医学

同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.14 件名◎食物アレルギー フ
成人の食物アレルギーついて、診療の基本的知識や診断、個別の病態への診断 リ 142p
と対応方法などを、実地臨床で直面する疑問や問題点を解決できるようQ＆A 形 冊子版 978-4-7849-5713-2 2019.12
福冨友馬
（ふくとみ・ゆうま）
著
日本医事新報社

式で解説する。電子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031340579*
やっくん先生のそこが知りたかった中毒診療

だから中毒診療はおもしろいんよ
薬師寺泰匡
（やくしじ・ひろまさ）
著
金芳堂

中毒診療の実務に役立つ “ 攻略本 ”。基本原則をはじめ、ABCDEアプローチ、
病歴聴取と身体診察、検査、除染・体外排泄、拮抗薬・解毒薬、支持療法、
行政との協力などについて、わかりやすく解説する。

しみじみわかる血栓止血 Vol.2 血栓症・抗血栓療法編
朝倉英策
（あさくら・ひでさく）
著
中外医学社

血栓止血関連領域の情報をわかりやすく解説するブログ『金沢大学血液内科・呼
吸器内科 / 血液・呼吸器内科のお役立ち情報』を書籍化。Vol.2は、血栓症・抗
血栓療法を取り上げる。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎493.15 件名◎中毒 ヤヤ 125p
冊子版 978-4-7653-1805-1 2020.02

*1031533329*
医学
同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎493.17 件名◎血液凝固 アシ
188p
冊子版 978-4-498-12592-6 2015.05

*1031593952*
ファーマナビゲーターDIC 編 改訂版
丸山征郎
（まるやま・いくろう）
編集
メディカルレビュー社

播種性血管内凝固（DIC）の薬理作用をはじめ、分類、病態と治療、処方の実
際を解説。トピックス、Q＆Aも掲載する。略語一覧、和文・欧文索引付き。メモ
欄あり。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎493.17 件名◎血管内凝固症候
群 ■フ 435p
冊子版 978-4-7792-2233-7 2019.09

*1031843693*
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血液疾患における多職種の関わり

5つの症例から考えるチーム医療の実際
前田裕弘
（まえだ・やすひろ）
編著
中外医学社

急性リンパ 性白血病（ALL）、成人 T 細胞性白血病（ATL）、ゴーシェ病など5
つの血液疾患を取り上げ、チーム医療に携わるさまざまな職種のスタッフと患者のリ
アルな視点から、血液疾患へのアプローチを読み解く。

未来型血液治療学

医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.17 件名◎血液病 マケ 229p
冊子版 978-4-498-22520-6 2020.04

*1031670346*
医学

小松則夫
（こまつ・のりお）
編集
中外医学社

血液領域の治療は日進月歩の進歩を遂げている。鉄欠乏性貧血、急性骨髄性白
血病、急性リンパ性白血病、特発性血小板減少性紫斑病などの最新の治療法を
解説し、近未来の治療薬や治療法も紹介する。

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.17 件名◎血液病 ■ミ 285p
冊子版 978-4-498-22518-3 2019.10

*1031274462*
ウルトラ図解血液がん 白血病・悪性リンパ 腫・多発性骨髄腫の
正しい理解と適切な最新治療 〈オールカラー家庭の医学〉

神田善伸
（かんだ・よしのぶ）
監修
法研

白血病、悪性リンパ 腫、多発性骨髄腫を代表とする血液のがんについて、基本
的な知識から症状と診断、最新の治療法までを、カラー図版とともに解説する。退
院後の生活上の注意も掲載。

やさしくわかる貧血の診かた 貧血に出会ったら
萩原將太郎
（はぎわら・しょうたろう）
編著
金芳堂

日常診療で頻度の高い「貧血」について、病態生理から検査値のみかた、具体
的な治療や処方の内容まで、図表や実例集を用いてわかりやすく解説する。貧血
診療に強くなりたい医師、看護師、薬剤師、栄養士、医学生に役立つ一冊。

医学
同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎493.173 件名◎白血病 ■ウ
159p
冊子版 978-4-86513-611-1 2020.02
EPUB

*1031986339*
医学
同時アクセス1 8,140円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎493.175 件名◎貧血 ハヤ
12,215p
冊子版 978-4-7653-1826-6 2020.04

*1031670330*
うつかな?と思ったら男性更年期を疑いなさい
テストステロンを高めて
「できる人」になる!

堀江重郎
（ほりえ・しげお）
著
東洋経済新報社

40代からの日本人男性に多く見られる、男性ホルモン「テストステロン」の急激な
減少が、深刻な精神症状と身体症状をもたらす。テストステロン値の低下への正
しい対処法を、メンズヘルスの第一人者が実例をもとに紹介する。

「攻めの栄養療法」実践マニュアル
うまくいく栄養改善と生活機能改善

医学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎493.18 件名◎更年期 ホウ 189p
冊子版 978-4-492-04596-1 2016.07

*1030884622*
医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎493.185 件名◎サルコペニア ■
セ 239p
医療・介護現場で「攻めの栄養療法」を実践するためのマニュアル。食事の工夫、 冊子版 978-4-498-01802-0 2019.11
若林秀隆
（わかばやし・ひでたか）
編集
中外医学社

前田圭介
（まえだ・けいすけ）
編集

経口栄養剤、間食、経管栄養、静脈栄養、栄養モニタリングについて具体的に
まとめ、糖尿病や認知症といったケース別対処法も網羅。

サルコペニア診療ガイドライン 2017年版 一部改訂

*1031434085*
医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎493.185 件名◎サルコペニア ■
サルコペニアの標準的な診療情報を提供するガイドライン。Clinical Questionを サ 66p
設定し、システマティックレビューを行い、エビデンスの質を評価。サルコペニア 冊子版 978-4-89775-410-9 2020.04

サルコペニア診療ガイドライン作成委員会編集
日本サルコペニア・フレイル 学会 ライフサイエンス出版
（発売）

診断基準（AWGS2019）に対応。

*1031875446*
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サルコペニア診療実践ガイド

医学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎493.185 件名◎サルコペニア ■
サルコペニアの病態を含めて、概念、診断、疫学、予防、治療法について、エ サ 71p
キスパートが具体的にわかりやすく解説する。実際によく質問される内容を取り入れ 冊子版 978-4-89775-387-4 2019.03

サルコペニア診療実践ガイド作成委員会編集
日本サルコペニア・フレイル 学会 ライフサイエンス出版
（発売）

たキーワードの解説や Q＆Aも収録。

*1031875443*
家庭医からER 医まで高齢者に寄り添う診療

学ぼうGeriatric Mind
許智栄
（ほ・じよん）
著
金芳堂

有吉孝一
（ありよし・こういち）
監修

高齢患者がややこしく感じるのは、複雑な病態を呈する高齢者の対応を学んだり、
教わったりする機会がないから。「初期対応のコツ」「高齢患者の管理術」「よくあ
る症状の診かた」に分け、高齢者診療の基本的な考え方を伝える。

介護現場で使える医療知識＆お薬便利帖
介護と医療研究会著
翔泳社

河村雅明
（かわむら・まさあき）
監修

高齢者に多くみられる疾患について、介護職が知っておきたい医療知識と必要な薬
についてまとめる。疾患の症状・原因・治療法・処方されるお薬・日常生活の注意
点などを項目ごとに解説する。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎老年医学 ホカ 207p
冊子版 978-4-7653-1830-3 2020.06

*1031873863*
医学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎493.185 件名◎老年医学 ■カ
175p
冊子版 978-4-7981-5370-4 2017.10

*1031579508*
高齢者のその人らしさを捉える作業療法 大切な作業の実現
籔脇健司
（やぶわき・けんじ）
編集
文光堂

高齢者の、その人らしい作業の捉え方と作業を実現するための方法を概説。会話
や観察など自然な場面から対象者を捉える非構成的評価と、その人らしい「施設
生活」と「在宅生活」へのアプローチを紹介する。

医学
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎493.185 件名◎老年医学 ■コ
237p
冊子版 978-4-8306-4519-8 2015.03

*1031350453*
高齢者の機能障害に対する運動療法 運動療法学各論
市橋則明
（いちはし・のりあき）
編集
文光堂

高齢者の機能障害に対する運動療法に必要な知識と技術を、医療としての運動療
法だけでなく、転倒予防や介護予防といった領域も含めて、第一線で研究・実践
に取り組む理学療法士らが解説する。

医学
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎493.185 件名◎老人医学 ■コ
167p
冊子版 978-4-8306-4384-2 2010.05

*1031350449*
地域高齢者のための転倒予防 転倒の基礎理論から介入実践まで

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎493.185 件名◎老人医学 ■チ
高齢者の転倒・骨折は日常生活自立度を著しく損なわせ、寝たきりの直接的原因と 229p
なる。健康・スポーツ科学領域においてアプローチする地域高齢者に対する転倒 冊子版 978-4-7644-1129-6 2012.03
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

佐藤進
（さとう・すすむ）
編著

予防に焦点を当て、これまでの転倒関連研究の知見をまとめる。

*1031843650*
老年期の作業療法 改訂第3版

医学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎493.185 件名◎老年医学 アロ
老年期作業療法のアウトラインを豊富な事例をあげながら解説した、作業療法士 246p
養成教育のテキスト。日本社会や作業療法における変化を踏まえて全面的に書き 冊子版 978-4-89590-638-8 2018.08

浅海奈津美
（あさみ・なつみ）
著
三輪書店

守口恭子
（もりぐち・きょうこ）
著

直し、老年期の作業療法の基本的枠組みを提示した改訂第3版。

*1031959590*
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熱中症の現状と予防 さまざまな分野から予防対策を見つけ出す

医学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎493.19 件名◎熱中症 サネ 166p
熱中症の最近の発生実態と科学的根拠にもとづく予防対策の考え方と進め方をまと 冊子版 978-4-7644-0533-2 2015.07
澤田晋一
（さわだ・しんいち）
編著
杏林書院

三宅康史
（みやけ・やすふみ）
ほか著

めたもの。熱中症の基礎知識はもちろん、運動時や学校での対策、住環境や衣服
との関係、高齢者や子どもに視点を当てた分析などを取り上げる。

*1031843642*
これからの循環器診療に役立つ漢方薬処方テキスト

医学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 キコ
漢方薬が、循環器診療における標準治療の一翼を担うようになってきた今、著者の 127p
経験や新たな治験をもとに、漢方 エキス製剤の基本から、心不全や高血圧などに 冊子版 978-4-8306-1949-6 2020.03
北村順
（きたむら・じゅん）
著
文光堂

田邊一明
（たなべ・かずあき）
監修

対する漢方薬処方、漢方の副作用までを解説する。

*1032288286*
そうだったんだ! 脂質異常症 治療の新潮流を探る 第2版
伊藤浩
（いとう・ひろし）
編集
文光堂

脂質異常症治療の最新の潮流をまとめ、個々の患者の病態に合わせて効率よく心
血管イベントを抑制する根拠を提示。さらに（複数の）合併症を有する脂質異常
症患者に対して、最小限の薬剤で治療する実例も示す。

医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎493.2 件名◎脂質異常症 ■ソ
262p
冊子版 978-4-8306-1948-9 2020.03

*1032288285*
ベッドサイドで使える腫瘍循環器入門

循環器医と腫瘍専門医が知っておくべき20の基本知識
田村雄一
（たむら・ゆういち）
著
中外医学社

VEGF 阻害薬による高血圧症のフォロー方法は ? 放射線治療関連の冠動脈疾患
で意識すべきことは ? 臨床現場での困りごとの解決法からエビデンス・メカニズム
まで、腫瘍循環器学で知っておくべきことをQ＆A 形式で解説。

もっとよくわかる! 循環器学と精密医療

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 タベ
166p
冊子版 978-4-498-13438-6 2019.11

*1031274463*
医学

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■モ
精密医療のための循環器学「Precision Cardiology」の全体像を理解するのに 202p
最適なテキスト。循環器診療を行ううえでの精密医療のコンセプト、具体的な循 冊子版 978-4-7581-2208-5 2020.04
野村征太郎
（のむら・せいたろう）
編
羊土社

YIBC 著

環器疾患の病態の捉え方が身につく。

*1031670323*
レジデントのための循環器教室 症例で学ぶ循環器診療のリアル

医学

同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 サレ
実際の症例は必ずしも教科書通りではないし、臨機に対応するにはフィロソフィーが 207p
必要。ACS、不整脈、心不全など循環器診療の18症例を徹底的に語った、カンファ 冊子版 978-4-7849-4875-8 2020.01

佐々木達哉
（ささき・たつや）
著
日本医事新報社

築島直紀
（つきしま・なおき）
著

レンスの実況中継。電子版が閲覧できるシリアルコード付き。

DL不可

*1031533301*
循環器の基本薬を使いこなす 腎機能保護を考慮した選び方・

使い方のコツ 増補版 〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
服部隆一
（はっとり・りゅういち）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

卒後5～6年までの若手医師を対象にしたリファレンスブック。降圧薬や心不全治療
薬の選び方・使い方の基本ルールについて説明するほか、循環器の基本薬の薬理・
処方のエッセンスを解説。新たな薬剤を追加するなどした増補版。

医学
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ジ
143p
冊子版 978-4-8306-8149-3 2013.02

*1031507084*
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循環器大規模臨床試験要約集 2018年版
小室一成
（こむろ・いっせい）
監修
メディカルレビュー社

山崎力
（やまざき・つとむ）
監修

数多くの循環器大規模臨床試験のなかから、重要な臨床試験を選定し、わかりや
すく提示する。2018年版は、2017年8月～2018年7月の間に発表された35試験を
収録する。

医学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ジ 85p
冊子版 978-4-7792-2198-9 2019.04

*1031460105*
誰も教えてくれなかった循環器薬の選び方と使い分け
薬理学的な裏付けもわかる本

第2版

古川哲史
（ふるかわ・てつし）
著
総合医学社

血管拡張薬や強心薬の使い分け、薬剤抵抗性高血圧の次の一手、心室性不整
脈に対する抗不整脈薬の選択の仕方など、複数の循環器薬の選び方と使い分け
方を、理由とともに解説。治療の分岐点に立ったときのヒントが満載。

内科開業医のための循環器診療プラクティス

循環器開業医が語る

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 フダ
151p
冊子版 978-4-88378-692-3 2020.02

*1031496590*
医学

同時アクセス1 12,958円 + 税
同時アクセス3 17,138円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ナ
303p
総合的な知識が求められる内科・循環器開業医に向けて、一般循環器クリニック 冊子版 978-4-8404-7218-0 2020.04

大西勝也
（おおにし・かつや）
編著
メディカ出版

弓野大
（ゆみの・だい）
編著

診療医たちが、現在の循環器外来の実情、クリニックで必要な検査、在宅医療、
患者が使える医療資源などをわかりやすく解説する。

病態生理の基礎知識から学べる循環器治療薬 パーフェクト
ガイド 第2版
古川哲史
（ふるかわ・てつし）
著
総合医学社

研修医、非循環器医、ナースに向け、循環器薬が効く理由をわかりやすく解説。
重要な部分は本文中にマーカーで見やすく表示し、理解度が上がるよう「薬剤選
択のヒント」も示す。

薬剤と疾患から探す循環器薬の使い方
池田隆徳
（いけだ・たかのり）
編集
羊土社

「薬剤編」と「疾患編」の2部構成とし、循環器薬の基本情報から患者に合わせ
た処方まで学べる、ポケットサイズの実践書。同種薬の薬理作用の違いや主な副
作用、やってはいけない不適切処方なども掲載する。

*1031670361*
医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎循環器病 フビ 138p
冊子版 978-4-88378-711-1 2020.09

*1032352851*
医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 ■ヤ
350p
冊子版 978-4-7581-1868-2 2020.03

*1031670320*
THE 心臓リハビリテーション 症例で紐解く超実践ガイド

医学

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 カザ
超高齢社会における健康寿命の延伸のカギ、心臓リハビリテーションをマスターし 146p
よう! 物品の確保から患者のリクルート、継続させるための工夫などを症例とともにて 冊子版 978-4-7653-1812-9 2020.03
加藤祐子
（かとう・ゆうこ）
著
金芳堂

山下武志
（やました・たけし）
監修

いねいに解説する。図表も豊富に掲載。

*1031616227*
カテーテルアブレーションの真髄
奥山裕司
（おくやま・ゆうじ）
編著
中外医学社

小室一成
（こむろ・いっせい）
監修

電気生理検査・カテーテルアブレーションに必要な基礎知識から、具体的な頻脈
性不整脈のアブレーション治療まで、“ 真髄 ”といえる必須事項をコンパクトにまとめる。

医学
同時アクセス1 20,328円 + 税
同時アクセス3 40,656円 + 税
分類◎493.23 件名◎不整脈 オカ 277p
冊子版 978-4-498-13616-8 2010.06

*1031593947*
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カラーイラストでみる先天性心疾患の血行動態
治療へのアプローチ

金子幸裕
（かねこ・ゆきひろ）
著
文光堂

平田康隆
（ひらた・やすたか）
著

複雑な先天性心疾患を血行動態から整理して、最適な治療法へと導く書。先天性
心疾患の血行動態と手術術式について、正確に解剖を表現したシンプルなイラス
トを用い、患者管理や手術のポイントを平易に解説する。

わかる!できる! 心臓リハビリテーションQ＆A

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 ■カ
214p
冊子版 978-4-8306-1916-8 2012.06

*1031853795*
医学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 ■ワ
心臓リハビリテーションに関する臨床的疑問や問題点を、
「急性期」
「運動療法」
「リ 297p
スク管理」「指導」などの章ごとに厳選。それぞれの解決策や対応策を、第一線 冊子版 978-4-263-26565-9 2018.07
伊東春樹
（いとう・はるき）
監修
医歯薬出版

百村伸一
（ももむら・しんいち）
監修

で活躍する専門家が、簡潔にわかりやすくQ＆A 形式で解説する。

*1030884495*
基礎からわかる!カテーテルアブレーション

研修医・看護師・臨床工学技士・診療放射線技師のための

医学

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎493.23 件名◎不整脈 ■キ
280p
研修医・看護師、臨床工学技士、診療放射線技師など、多職種に向けたアブレー 冊子版 978-4-263-73183-3 2018.03
松尾征一郎
（まつお・せいいちろう）
編集
医歯薬出版

ション入門書。心電図や電気生理学的検査の必須知識からアブレーション治療の
実際までを、カラーイラストを使ってわかりやすく解説する。

心臓リハビリテーションmini
安達仁
（あだち・ひとし）
編著
中外医学社

心疾患の総合的なマネージメント法である心臓リハビリテーションの要点を、「患
者への説明」「入院中の心臓リハビリテーション」「良く使われる処方薬と副作用」
などに分けて簡潔に解説。

*1030884496*
医学
同時アクセス1 7,744円 + 税
同時アクセス3 15,488円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 アシ
204p
冊子版 978-4-498-06706-6 2009.09

*1031593980*
心臓リハビリテーションポケットマニュアル

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 ■シ
心臓リハビリテーションの臨床現場で必要な知識や技術を具体的に網羅したポケッ 276p
トマニュアル。心血管疾患の解剖学的・病理学的理解、各種の運動負荷方法、 冊子版 978-4-263-21735-1 2016.07
伊東春樹
（いとう・はるき）
監修 ジャパンハートクラブ編集
医歯薬出版

チーム医療の方法などをわかりやすく記す。

*1030884489*
心房細動のトータルマネジメント 治療の常識が変わる!

医学

同時アクセス1 16,280円 + 税
同時アクセス3 24,420円 + 税
分類◎493.23 件名◎心房細動 ■シ
心房細動のトータルマネジメントの最新情報をまとめたテキスト。「脈のコントロー 214p
ルから生命予後の改善へ」と大きく変貌している心房細動治療を、エキスパート 冊子版 978-4-8306-1922-9 2014.03
伊藤浩
（いとう・ひろし）
編集
文光堂

が解説する。また、知っておくべき心房細動の知識も収録。

*1031507083*
ここが知りたい急性心不全の救急・集中治療管理

医学

同時アクセス1 15,972円 + 税
同時アクセス3 31,944円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 サコ
急性心不全はチームで診る! 時代に即して進化し、形態を変えていく心不全の領 423p
域を、救急・集中治療の視点から捉えたバイブル。急性心不全の疫学・病態から、 冊子版 978-4-498-13638-0 2016.03
佐藤幸人
（さとう・ゆきひと）
編著
中外医学社

検査、治療、機器管理、多職種管理まで、図表を交えて解説する。

*1031593949*
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ここが知りたい重症心不全の患者さんが来ました
北風政史
（きたかぜ・まさふみ）
編著
中外医学社

重症心不全の患者が ERに運びこまれた。そのファーストタッチから病態をどう考え、
診断と根本的治療を行えばいいのか ? 治療の変更と継続は? 退院へ向けての方策
は? 重症心不全の症例の診断と治療の流れを解説する。

医学
同時アクセス1 19,844円 + 税
同時アクセス3 39,688円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 キコ
564p
冊子版 978-4-498-13644-1 2016.09

*1031593950*
心不全をマスターする 病態を理解して治療できる医師になろう

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
服部隆一
（はっとり・りゅういち）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

収縮性 / 拡張性心不全の病態と関連する疾患、最新の治療をわかりやすく解説。
相互に関連する事項には参照リンクを提示し、心不全診療の「いま」がオーバービュー
できる。心不全の臨床研究一覧も収載。

心不全治療薬の考え方 , 使い方
大石醒悟
（おおいし・しょうご）
編集
中外医学社

北井豪
（きたい・たけし）
編集

心不全の治療薬のエビデンスを整理するとともに、病態に合わせた考え方・使い
方を臨床の場で使いやすいようまとめる。併存症、ポリファーマシーもとりあげ、海
外留学に関するコラムなども収録。

医学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 ■シ
10,295p
冊子版 978-4-8306-8150-9 2013.03

*1032288291*
医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 ■シ
295p
冊子版 978-4-498-13658-8 2019.10

*1031274461*
ここが知りたい理屈がわかる抗凝固・抗血小板療法
後藤信哉
（ごとう・しんや）
著
中外医学社

循環器内科医として知っておきたい血小板、凝固系、線溶系の基本と、抗血小板
薬や抗凝固薬の使い方を、研修医・専修医と指導医の対話形式で解説する。

医学
同時アクセス1 6,776円 + 税
同時アクセス3 13,552円 + 税
分類◎493.24 件名◎血栓症 ゴコ 134p
冊子版 978-4-498-13428-7 2016.09

*1031593948*
よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使い方
高血圧治療ガイドライン2019対応

第5版

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎493.25 件名◎降圧剤 ゴヨ
11,263p
開業医・研修医・循環器を専門としない一般臨床医に向けて、降圧薬の使い方を、 冊子版 978-4-7653-1817-4 2020.03
後藤敏和
（ごとう・としかず）
著
金芳堂

鈴木恵綾
（すずき・さや）
著

副作用を中心に症例を提示して解説する。高血圧治療ガイドライン2019年版に対
応した改訂5版。

高血圧治療ガイドライン 2019

*1031814521*
医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎493.25 件名◎高血圧 ■コ
高血圧医療の現場における羅針盤となるガイドライン。日常診療で最も多く遭遇す 281p
る疾患としての高血圧の医療が適正に行われるための標準治療指針とその根拠を 冊子版 978-4-89775-386-7 2019.04
日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編集
日本高血圧学会 ライフサイエンス出版
（発売）

示す。

*1031357348*
高血圧診療ガイド 2020
日本高血圧学会高血圧診療ガイド2020作成委員会編
文光堂

「高血圧治療ガイドライン2019（JSH2019）」に準拠し、エビデンスに基づく診療
方針をふまえ、診断から評価、治療までの一連の流れ、患者指導のポイントなど、
日常診療における対応をわかりやすく簡潔にまとめる。

医学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎493.25 件名◎高血圧 ■コ
119p
冊子版 978-4-8306-2060-7 2020.04

*1032383741*
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かぜ診療マニュアル かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方
第3版

山本舜悟
（やまもと・しゅんご）
編著
日本医事新報社

吉永亮
（よしなが・りょう）
著

かぜ診療における“ かぜにみえる重症疾患 ” の見極め方と治療について、成人、
小児、妊婦・授乳婦にわけて解説する。漢方薬によるかぜ治療も取り上げる。電
子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

呼吸器の薬の考え方 , 使い方 ver.2

医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎493.3 件名◎風邪 ヤカ 377p
冊子版 978-4-7849-4402-6 2019.10
DL不可

*1031274469*
医学

同時アクセス1 12,584円 + 税
同時アクセス3 25,168円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 クコ
吸入薬、禁煙補助薬、去痰薬、鎮咳薬、分子標的薬など、呼吸器科で用いる様々 453p
な薬の薬剤情報、薬理と臨床試験、処方に際しての注意点など医療従事者が知っ 冊子版 978-4-498-13015-9 2016.04
倉原優
（くらはら・ゆう）
著
中外医学社

林清二
（はやし・せいじ）
監修

ておきたい薬の必要知識 +αをまとめる。新規薬剤を加えたver.2。

*1031593967*
呼吸器感染症の診かた, 考えかた ver.2
青島正大
（あおしま・まさひろ）
著
中外医学社

臨床医なら必ず押さえておきたい呼吸器感染症の診かた、考え方を、呼吸器内科
の専門医・青島先生が Q＆A 形式でわかりやすく解説。呼吸器感染症診療はもと
より、呼吸器疾患全般を把握する力がつく一冊。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎ 件名◎呼吸器病 アコ 312p
冊子版 978-4-498-13001-2 2020.06

*1031873839*
呼吸器診療 ANDS BOOK

医学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 サコ
杏林大学呼吸器内科の診療 エッセンス＆パールズ。呼吸器診療の診断政略、見 515p
逃してはならない疾患を掬い上げるポイント、重要な身体所見・バイタルのとりかた、 冊子版 978-4-498-13044-9 2019.09
皿谷健
（さらや・たけし）
編著
中外医学社

滝澤始
（たきざわ・はじめ）
監修

診療に役立つ検査所見の知識などを収録する。

*1031137183*
呼吸器内科ただいま診断中 !
長尾大志
（ながお・たいし）
著
中外医学社

研修医や非専門医が、呼吸器領域の「病歴聴取～身体診察～検査～診断」の
流れを追体験できるよう簡潔に解説。エキスパートの目の付けどころや思考プロセ
スがわかる。

医学
同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 20,328円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 ナコ
293p
冊子版 978-4-498-13020-3 2015.10

*1031593966*
呼吸器領域 IVR 実践マニュアル

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 ■コ
気管支動脈塞栓術、気管支動脈化学動注療法、CTガイド下肺生検、気道ステ 141p
ント、胸腔ドレナージなど、呼吸器領域の IVR 手技について、画像や図を多く取り 冊子版 978-4-8306-3757-5 2019.05
衣袋健司
（いぶくろ・けんじ）
編集
文光堂

入れてわかりやすく解説する。病理（生検標本）も収録。

*1031132308*
プライマリケアにおける喘息と合併症の管理
權寧博
（ごん・やすひろ）
編
日本医事新報社

合併症をいかに管理するかが喘息治療の成功のカギ。喘息を多様性疾患として捉
え、合併症に配慮した薬の使い分け、指導管理など治療アプローチの実際を解
説する。電子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎ 件名◎喘息 ■プ 229p
冊子版 978-4-7849-6387-4 2020.07
DL不可

*1032310383*
51

喘息 バイブル 成人喘息を診療するすべての人へ 改題改訂

医学

同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎493.36 件名◎喘息 クゼ 374p
成人気管支喘息の診断から治療・管理までがわかる本。それぞれの患者に合った 冊子版 978-4-7849-5701-9 2020.02

倉原優
（くらはら・ゆう）
著
日本医事新報社

吸入薬の選び方、吸入薬・非吸入薬の喘息治療の実際、喘息発作時治療の具
体的手順などを紹介する。電子版を閲覧できる袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533304*
喘息治療薬の考え方 , 使い方 ver.2
滝澤始
（たきざわ・はじめ）
著
中外医学社

一筋縄ではいかない喘息治療の極意をこの上なくわかりやすく、しかも実践的に解
説。患者個々の病態に応じた治療薬の使用法・ケアの方法を学べる。新規配合薬、
抗コリン薬、分子標的薬など、薬剤情報を追加。

医学
同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 36,960円 + 税
分類◎493.36 件名◎喘息 タゼ 399p
冊子版 978-4-498-13005-0 2020.03

*1031670344*
あなただけに教えますCTガイド下肺生検のコツ
塩田哲広
（しおた・てつひろ）
著
金芳堂

CTガイド下肺生検を施行するときの基本的なテクニックをはじめ、少し難しい中枢
病変の穿刺方法や人工気胸を併用したユニークな合併症予防策、気胸の外来治
療の方法、空気塞栓などについて解説する。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.38 件名◎肺－疾患 シア
112p
冊子版 978-4-7653-1801-3 2019.12

*1031340596*
肺炎の診かた, 考えかた

医学

同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 18,392円 + 税
分類◎493.38 件名◎肺炎 イハ 242p
安易に考えず、結論に至る道筋を大事にすることで、どんな変化球にも対応できる 冊子版 978-4-498-13026-5 2016.04
伊藤功朗
（いとう・いさお）
著
中外医学社

－。若手の医師を主な対象として、「新しい時代の肺炎診療の基本的な在りかた」
について順序立てて解説する。

*1031593990*
肺高血圧症診療 ハンドブック

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.38 件名◎肺高血圧症 ハハ
肺高血圧症診療のすべてをまとめたハンドブック。肺高血圧診療の歴史、WHO 199p
グループ 別の診断・治療指針、将来展望などを解説し、ガイドラインにも書かれて 冊子版 978-4-498-13660-1 2020.02
波多野将
（はたの・まさる）
編著
中外医学社

いないような最新のトピックスやエキスパートオピニオンも盛り込む。

*1031533332*
肺癌の画像診断と病理 第2版
櫛橋民生
（くしはし・たみお）
編著
中外医学社

野口雅之
（のぐち・まさゆき）
編著

肺癌診断に不可欠な画像診断の種々の特徴を「典型的な肺癌」「転移性肺癌」
などの項目に分けて、ポイントを絞ったテーマごとに解説。さらに、画像診断上必
須の病理組織学的な知識も紹介する。

医学
同時アクセス1 20,328円 + 税
同時アクセス3 40,656円 + 税
分類◎493.385 件名◎肺癌 ■ ハ 207p
冊子版 978-4-498-03177-7 2012.04

*1031593991*
肺癌診療マニュアル
江口 , 研二
中外医学社

今日における肺癌の最新の診断と治療の実際を中心に、わが国の第一人者が解説
した臨床書の決定版。

医学
同時アクセス1 30,360円 + 税
同時アクセス3 60,720円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-498-03162-3

*1031593992*
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2006

肺癌薬物療法レジメン がん研有明病院のプラクティス

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎ 件名◎肺癌 ■ ハ 103p
肺癌薬物療法について、見開き2ページで解説。巻末に具体的な投与例も収載する。 冊子版 978-4-498-13102-6 2020.07
柳谷典子
（やなぎたに・のりこ）
編集
中外医学社

長谷川司
（はせがわ・つかさ）
編集

がん研呼吸器内科で使っているレジメン、支持療法、減量法、投与中止基準など
をまとめたマニュアルを書籍化。

*1032310417*
Dr. ヤンデルの臨床に役立つ消化管病理

臨床像・病理像の徹底対比で病変の本質を見抜く!

市原真
（いちはら・しん）
著
羊土社

大腸と胃の病理像の見かた・考え方を軽妙な語り口でやさしく解説。肉眼写真をと
ことん読み込み、内視鏡像と病理像を丁寧に対比することで病変の成り立ちや特徴
がよくわかる。

どうする!? 高齢者の内視鏡診療

医学
同時アクセス1 20,460円 + 税
同時アクセス3 40,920円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 イド 282p
冊子版 978-4-7581-1069-3 2020.04

*1031670325*
医学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 ■ド
高齢者への内視鏡診療におけるポイントと注意点をコンパクトにまとめる。総説で 159p
は高齢者内視鏡診療の基礎知識、各論は各部位ごとの症候論・検査・治療をQ 冊子版 978-4-8306-2106-2 2019.05
山本頼正
（やまもと・よりまさ）
編集
文光堂

西村誠
（にしむら・まこと）
編集

＆A 形式で解説する。

*1031132307*
消化器内科グリーンノート
木下芳一
（きのした・よしかず）
編著
中外医学社

消化器内科の若手医師にとって必要な情報を集約したコンパクトマニュアル。診
断や治療に用いられる手技や薬剤などの解説のほか、救急外来の消化器疾患へ
の基本的な対応、各消化器疾患の診療方法を掲載する。

医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 23,232円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 キシ
481p
冊子版 978-4-498-14044-8 2016.11

*1031593976*
発症メカニズムから考える消化器診療

あるある症状にキレキレの対応をしよう!
横江正道
（よこえ・まさみち）
著
日本医事新報社

消化器診療でよく診る症状に対する、症状が出るメカニズムまで考えた病歴聴取、
それを踏まえて鑑別診断するための身体所見のとりかた、検査などを解説する。電
子版を無料閲覧できるシリアルナンバー付き。

胃がん・食道がん病後のケアと食事 手術後・退院後の ベスト
パートナー 〈再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ〉

山田和彦
（やまだ・かずひこ）
監修
法研

胃がん・食道がんの退院後の期間別や化学療法中の美味しいレシピを、患者の
状態別・体調不良別に多数紹介。知っておきたい治療と病気の基礎知識や、後
遺症と副作用への対処法、医療保険などの提出書類の書き方なども収録。

うんこのつまらない話

医学
同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 ヨハ
195p
冊子版 978-4-7849-5732-3 2019.12
DL不可

*1031340582*
医学
同時アクセス1 1,540円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎493.455 件名◎胃癌 ■イ 175p
冊子版 978-4-86513-616-6 2019.12
EPUB

*1031853814*
医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.46 件名◎便秘 ミウ 80p
慢性便秘症の診療ガイド。「慢性便秘症診療ガイドライン」の作成委員でもある 冊子版 978-4-498-14050-9 2020.01

三原弘
（みはら・ひろし）
著
中外医学社

著者が、便秘の定義から診断基準、新しく登場した治療薬の使い方、食事療法
の注意点まで、わかりやすく解説する。便秘チェックリスト付き。

*1031434089*
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エキスパートが贈る便秘薬との向き合い方
いつも同じ便秘薬を処方するあなたへ

内藤裕二
（ないとう・ゆうじ）
編著
金芳堂

多くの便秘治療薬の薬効、エビデンス、使用上の注意点、ガイドラインにおける
位置づけを示し、各分野における便秘症治療に対する現状や、著者の処方も症例
とともに紹介する。便秘の背景因子や原因なども解説。

かかりつけ医のための便秘・便失禁診療 Q＆A

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.46 件名◎便秘 ナエ 175p
冊子版 978-4-7653-1799-3 2019.12

*1031434082*
医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎493.46 件名◎排泄 ■カ 255p
「慢性便秘症によくみられる併存疾患は?」
「便失禁患者の診察・検査のポイントは?」冊子版 978-4-7849-4848-2 2019.11
中島淳
（なかじま・あつし）
編著
日本医事新報社

前田耕太郎
（まえだ・こうたろう）
編著

便秘・便失禁診療について、Q＆A 形式で平易に解説。患者満足度アップのコツ
も満載。電子版を閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031274472*
大腸内視鏡診断の基本とコツ

エキスパートならではの見かた・着眼点で現場の疑問をすべて解決
田中信治
（たなか・しんじ）
監修
羊土社

永田信二
（ながた・しんじ）
編集

大腸内視鏡診断の現場の疑問を、エキスパートならではの見かた・着眼点ですべ
て解決。拡大内視鏡観察、画像強調観察、超音波内視鏡診断、内視鏡切除標
本の取り扱いなどの具体的なコツ/ノウハウとピットフォールを解説する。

一冊でわかる肝疾患 超音波・CT・MRI・血管造影・病理で学ぶ
小川眞広
（おがわ・まさひろ）
編集
文光堂

比較的臨床の場で遭遇することの多い肝疾患を取り上げ、それぞれの疾患概念、
診断、症状、臨床検査、画像診断、病理組織、治療のポイントなどをまとめる。
救急外来の対処方法と肝不全のマネジメントも解説する。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎493.46 件名◎腸－疾患 ■ダ
230p
冊子版 978-4-7581-1067-9 2019.12

*1031340594*
医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎493.47 件名◎肝臓－疾患 ■イ
255p
冊子版 978-4-8306-2107-9 2019.11

*1031828309*
肝炎どう診る? どう治す?

あなたも名医 ! 〈jmed 66〉

平松直樹
（ひらまつ・なおき）
編
日本医事新報社

ジェネラリストに必要な肝炎の基礎知識を説明し、C 型・B 型肝炎、アルコール性
肝障害等の疾患ごとに、診断や治療のポイントを解説する。Q＆Aも掲載。電子
版が閲覧できる袋とじのシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎493.47 件名◎肝炎 ■カ 175p
冊子版 978-4-7849-6666-0 2020.02
DL不可

*1031533310*
胆膵 EUS アトラス

医学

同時アクセス1 22,990円 + 税
同時アクセス3 34,485円 + 税
分類◎493.47 件名◎胆道－疾患 ■タ
正確な描出が難しい胆膵の超音波内視鏡（EUS）アトラス。胆・膵疾患の典型 315p
的 EUS 像を基本に、豊富な症例から多数のバリエーションと、病理所見を提示する。 冊子版 978-4-7849-4865-9 2019.12

山口武人
（やまぐち・たけと）
監修・著
日本医事新報社

瀬座勝志
（せざ・かつし）
編集・著

電子版のシリアルナンバーを封入した袋綴じ付き。

DL不可

*1031434067*
臨床が変わる! 画像・病理対比へのいざない「肝臓」

医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎493.47 件名◎肝臓－疾患 イリ
臨床症例をもとに、肝臓のエコー画像と病理の対比を試みたテキスト。病理診断 255p
を確定診断として使うのではなく、最も優れた画像モダリティのひとつとして相対化し、 冊子版 978-4-7653-1810-5 2020.03
市原真
（いちはら・しん）
編著
金芳堂

大村卓味
（おおむら・たくみ）
監修

臨床と病理とを対比しながら病態を解き明かす。

*1031616226*
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膵臓の病気の早期発見・早期治療 “ 暗黒の臓器 ” のこと少し

気にかけてみませんか 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉

良沢昭銘
（りょうざわ・しょうめい）
著
ライフサイエンス出版

岡本光順
（おかもと・こうじゅん）
著

異常が見つかりにくく治療が難しい、「暗黒の臓器」 膵臓。発見しにくいとされる膵
がんも、早期発見できれば手術対応できる。膵臓の検査、病気の特徴、外科的
治療等を解説する。2017年12月開催の公開講座をもとに書籍化。

膵胆道系疾患を見抜く! あなたも名医 ! 〈jmed 69〉
花田敬士
（はなだ・けいじ）
編
日本医事新報社

日常診療において「膵胆道系疾患を鑑別診断するポイント」に力点を置き、基本
的な解剖・生理や各病態、鑑別に必要な診断アルゴリズムなどを解説する。電子
版のシリアルナンバーを記載した袋とじ付き。

医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎493.47 件名◎膵臓－疾患 リス
120p
冊子版 978-4-89775-398-0 2019.10

*1031875444*
医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎ 件名◎膵臓－疾患 ■ス 149p
冊子版 978-4-7849-6669-1 2020.08
DL不可

*1032310391*
がんから肝臓を守るために ウイルス? お酒 ? 肝炎・脂肪肝を指摘

されたら 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉
名越澄子
（なごし・すみこ）
著
ライフサイエンス出版

肝臓病治療を専門とする著者が、“ 沈黙の臓器 ”を守るために最新の情報を盛り込
んで解説。肝がんの基礎知識や、B 型＆C 型肝炎、脂肪肝について説明し、内
科的治療を紹介する。2017年11月開催の公開講座をもとに書籍化。

General Mindで攻める総合内科で診る内分泌疾患

医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎493.475 件名◎肝臓癌 ナガ
108p
冊子版 978-4-89775-408-6 2020.03

*1032279961*
医学

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
分類◎ 件名◎内分泌疾患 オジ 369p
専門医とジェネラリストの視点から、内分泌疾患をわかりやすく、かつ深く解説する。 冊子版 978-4-498-02084-9 2020.04
大塚文男
（おおつか・ふみお）
編著
中外医学社

高頻度の疾患や稀な病態などを網羅し、内科・外科のみならず脳神経外科などの
他科と連携するプロセスまで学ぶことができる。

*1031814523*
非専門医による甲状腺疾患・糖尿病外来診療の実際
万年研修医と専門診療科医との対話から

伊賀幹二
（いが・かんじ）
編著
金芳堂

山守育雄
（やまもり・いくお）
著

甲状腺疾患12症例と糖尿病12症例を取り上げ、非専門医と専門医の Q＆A 形式
の対話を通じて、診療上の実際的なポイントを図や写真とともに解説。非専門医が
目指すべき到達目標も明らかにする。

臨床で使える! 甲状腺疾患診療のテキスト

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎甲状腺－疾患 イヒ 169p
冊子版 978-4-7653-1840-2 2020.09

*1032310410*
医学

同時アクセス1 13,310円 + 税
同時アクセス3 19,965円 + 税
分類◎493.49 件名◎甲状腺－疾患 フリ
甲状腺疾患診療のもやもやを解消するテキスト。基本的事項を網羅し、症例を多く 326p 図版14p
挙げ、診療のポイントを解説。主題に別の視点から切り込む記述で理解を深めら 冊子版 978-4-7849-7292-0 2019.09

深田修司
（ふかた・しゅうじ）
編著
日本医事新報社

れる。電子版が閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137193*
がん患者の運動器疾患の診かた 新たなアプローチ「がんロコモ」

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.6 件名◎ロコモティブシンドロー
がん患者の側に立ち、就労や治療、QOLを維持するために、がん患者の運動器 ム ■ガ 258p
という観点からがん診療に取り組もうとする「がんロコモ」の概念と対策を詳細に 冊子版 978-4-498-05482-0 2019.11
森岡秀夫
（もりおか・ひでお）
編著
中外医学社

河野博隆
（かわの・ひろたか）
編著

解説。がんロコモへの対応の具体例がセルフチェックできる問題付き。

*1031274465*
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リウマチ・運動器診療のための関節エコーPerfect Image
動画で見る撮像手技・病態理解・関節穿刺のすべて

岡野匡志
（おかの・ただし）
著
日本医事新報社

きれいにエコーを取るためのセッティングは ? 各関節ごとのリウマチの特徴は ? 関
節 エコーの適切な撮像手技や条件、特徴的な所見の探し方を動画とともに具体的
に解説する。電子版の袋とじシリアルナンバー付き。

リウマチ・膠原病の合併症や諸問題を解く

〈リウマチ・膠原病診療 ハイグレード〉

医学
同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎ 件名◎関節－検査法 オリ 203p
冊子版 978-4-7849-5792-7 2020.07
DL不可

*1032310385*
医学

同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
山岡邦宏
（やまおか・くにひろ）
ゲスト編集 五野貴久
（ごの・たかひさ）
ゲスト編集
分類◎493.6 件名◎リウマチ ■リ
文光堂
20,434p
リウマチ・膠原病の疾患横断的な症状、検査異常、臓器病変、合併症への対処、 冊子版 978-4-8306-2059-1 2016.01

また重要な難治性病態へのアプローチとマネジメントについて、Q＆A 形式で解
説する。

リウマチ・膠原病内科クリニカルスタンダード

必携 ベッドサイドで必ず役立つリウマチ・膠原病学のエッセンス

三森経世
（みもり・つねよ）
編集
文光堂

リウマチ・膠原病内科の臨床・診療に必要なエッセンスをコンパクトにまとめた診
断と治療のガイド。箇条書きで手順を示し、一目でわかる図表・処方例を豊富に収録。

*1031418080*
医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.6 件名◎リウマチ ■リ 331p
冊子版 978-4-8306-2023-2 2010.08

*1031418075*
触れてわかる腰痛診療 画像でわからない痛みをみつけて治療する
井須豊彦
（いす・とよひこ）
編著
中外医学社

金景成
（きん・きょんそん）
編著

手で身体に触れることで、患者の痛みの本質が見える腰痛診療のノウハウを、専
門医でなくてもわかるように、豊富なイラストでわかりやすく解説。腰痛を和らげる理
学療法の実際も、豊富な写真で紹介する。

医学
同時アクセス1 6,776円 + 税
同時アクセス3 13,552円 + 税
分類◎493.6 件名◎腰痛 ■フ 95p
冊子版 978-4-498-05472-1 2015.07

*1031593977*
村田流リウマチ性疾患の読影法
手 , 頚椎 , 腰椎 , 骨盤 , 足の XPから

村田紀和
（むらた・のりかず）
著
洋學社

関節部位別にX 線像（XP）の正常像を示し、次いでリウマチ性疾患にみられる
骨、関節などの変化について早期例を中心に提示し、読影ポイントを解説。また、
疾患ごとに特徴的・典型的なXPを提示し、読影ポイントをまとめる。

長引く腰痛はこうして治せ !

患者の痛みから見えてくる腰痛の見極め方
村上栄一
（むらかみ・えいいち）
編著
日本医事新報社

患者を苦しめる長引く腰痛の原因に対し、どのようなアプローチをすれば痛みを取り
除くことができるのか。腰痛治療の専門家たちが行っている、長引く腰痛の診断～
治療の流れを紹介。電子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

分子標的 /Bio 時代のリウマチ・膠原病治療ストラテジー

〈リウマチ・膠原病診療 ハイグレード〉
松本功
（まつもと・いさお）
ゲスト編集
文光堂

保田晋助
（やすだ・しんすけ）
ゲスト編集

リウマチ・膠原病患者への初診時のアプローチや患者背景に応じた治療選択など
を示したリファレンス・ブック。各疾患の概念と病態、治療選択へのアプローチ、
標準治療、複雑・重篤な病態の治療を解説。よくある疑問にも答える。
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医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.6 件名◎リウマチ ムム 345p
冊子版 978-4-908296-09-3 2017.12

*1031329049*
医学
同時アクセス1 12,584円 + 税
同時アクセス3 18,876円 + 税
分類◎493.6 件名◎腰痛 ムナ 225p
冊子版 978-4-7849-5736-1 2020.02
DL不可

*1031533307*
医学
同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎493.6 件名◎リウマチ ■ブ 422p
冊子版 978-4-8306-2058-4 2015.10

*1031418078*

迷わず打てる関節注射・神経ブロック

医学

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎493.6 件名◎運動器－疾患 ■マ
注射手技に関する総論的な注意点を述べ、最新の知見に基づいて関節および関 221p
節外組織への注射について説明。さらに、運動器疾患に関連する神経ブロックも 冊子版 978-4-7581-1863-7 2019.11
後藤英之
（ごとう・ひでゆき）
編集
羊土社

詳述する。Web 動画を視聴するためのコードも掲載。

*1031340591*
臨床実践体幹の理学療法 〈教科書にはない敏腕 PT のテクニック〉
松尾善美
（まつお・よしみ）
監修
文光堂

橋本雅至
（はしもと・まさし）
編集

実際に臨床現場で行われ、結果を出している体幹の理学療法テクニックを解説。
腰痛に対する理学療法を例示するほか、臨床上工夫された体幹機能の評価方法
や運動療法などを取り上げる。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.6 件名◎腰痛 ■リ 179p
冊子版 978-4-8306-4577-8 2019.08

*1031418082*
Annual Review 神経 2017
鈴木則宏
（すずき・のりひろ）
編集
中外医学社

荒木信夫
（あらき・のぶお）
編集

神経生理、神経病理、生化学・分子生物学などの基礎研究と、感染症、脳血管
障害、脳腫瘍、末梢神経障害などの臨床研究を取り上げ、第一人者が内外の文
献を踏まえて最新の進歩を展望する。本年の動向も収録。

医学
同時アクセス1 16,456円 + 税
同時アクセス3 32,912円 + 税
分類◎493.7 件名◎神経病学 ■ア
281p
冊子版 978-4-498-22876-4 2017.01

*1031593941*
Annual Review 神経 2020
鈴木則宏
（すずき・のりひろ）
編集
中外医学社

荒木信夫
（あらき・のぶお）
編集

神経生理、神経病理、生化学（分子生物学）などの基礎研究と、感染・炎症疾
患、脳血管障害、脳腫瘍、末梢神経障害などの臨床研究を取り上げ、第一人者
が内外の文献を踏まえて最新の進歩を展望する。本年の動向も収録。

医学
同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 58,080円 + 税
分類◎493.7 件名◎神経病学 ■ア
367p
冊子版 978-4-498-32848-8 2020.04

*1031670347*
ナースの精神医学 改訂5版

医学

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ■ナ
ナースやコメディカルに必要な精神医学の知識をコンパクトにまとめたテキスト。 402p
精神障害の病因と分類、診断と検査、主要疾患の概念・原因・症状・治療などを 冊子版 978-4-498-17502-0 2019.01
上島国利
（かみじま・くにとし）
編著
中外医学社

渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
編著

解説。薬物療法や法律などについて最新の情報を反映した改訂5版。

*1031593957*
マクヒュー/スラヴニー現代精神医学

医学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ママ
精神障害・病気をどのように把握し、考えるか。疾患、特質、行動、生活史の4つの「観 376,27p
点」から精神障害の分類と治療の体系化を試みた、臨床と研究のためのベーシッ 冊子版 978-4-622-08689-5 2019.06

ポール・マクヒュー著 フィリップ・スラヴニー著
みすず書房

クテキスト。

*1031137138*
よくわかる神経内科学
渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
著
中山書店

わかりやすい神経内科学のテキスト。神経系の解剖生理などの基礎的事項を述べ
たうえで、神経系に作用する薬物の作用機序や神経学的診察方法を段階的に記
す。各種神経疾患の新しい治療法等も取り上げる。

医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎493.7 件名◎神経病学 ワヨ
223p
冊子版 978-4-521-74773-6 2019.07

*1031274467*
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現実のユートピア フランコ・バザーリア著作集

医学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 バゲ
収容主義の精神医療は、患者と治療者、そして患者と社会の関係に何をもたらす 311,39p
のか ? イタリアにおける精神病院廃絶の中心人物となった精神科医フランコ・バザー 冊子版 978-4-622-07760-2 2019.08

フランコ・バザーリア著 フランカ・オンガロ・バザーリア編
みすず書房

リア。その思想の全容がわかる著作集。

*1031340521*
講座精神疾患の臨床 1 気分症群
松下正明
（まつした・まさあき）
監修
中山書店

神庭重信
（かんば・しげのぶ）
編集主幹

現代社会において身近な病とされている「うつ病」「躁うつ病」ならびのその周
辺の疾患について、国際疾病分類 ICD-11の診断カテゴリー「気分症群 mood
disorders」に準拠して徹底解説する。

医学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 ■コ 485p
冊子版 978-4-521-74821-4 2020.06

*1031873841*
講座精神疾患の臨床 2 統合失調症
松下正明
（まつした・まさあき）
監修
中山書店

神庭重信
（かんば・しげのぶ）
編集主幹

統合失調症の病因・病態、治療、支援などについて、現在までの到達点、解明
すべき点、課題といった情報を盛り込み、最新の国際疾病分類 ICD-11に準拠して
解説する。

医学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 ■コ 329p
冊子版 978-4-521-74822-1 2020.07

*1031873842*
治したくない ひがし町診療所の日々

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 サナ 246p
北海道、浦河。そこに精神障害やアルコール依存をかかえる人びとのための小さ 冊子版 978-4-622-08900-1 2020.05

斉藤道雄
（さいとう・みちお）
著
みすず書房

なクリニックがある。医者が出番を減らす時、精神障害をかかえる人びとが主役に
なり、新たな精神医療が始まる。べてるの家のその先へ向かうルポ。

*1032433696*
心の病気 〈創元こころ文庫 P-10〉
西丸四方
（にしまる・しほう）
著
創元社

日本を代表する精神医学者が、精神病とは異質な妙なものではなく、われわれにご
く身近なものであり、精神障害は時には価値の高いものであることなどを述べ、患者
に寄り添おうとする治療者の真の姿を伝える。

医学
同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B493.7 件名◎精神医学 ニコ
292p
冊子版 978-4-422-00060-2 2016.06
DL不可 EPUB

*1031325312*
精神医学 第5版
大月 三郎
文光堂

精神医学の広汎な領域について整理された知識を提供し，他分野，諸科学との基
礎的関連事項の記載に留意して総合的にまとめられた新しい教科書．高度国際化
の現状にあわせて，各論の記載は国際疾病分類に準拠した．巻末には英・独・和
ならびに独・英・和対照用語集を収載．

精神医学エッセンス 第2版補正版

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-3619-6

2003

*1031507088*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 ハセ 217p
心とは、脳とは何か。今日に至る精神医学の歩みから、症状のとらえ方、病気の分類、 冊子版 978-4-335-65190-8 2020.08
濱田秀伯
（はまだ・ひでみち）
著
弘文堂

診断のプロセス、治療の選択まで、精神医学の本質を、簡潔かつ明快に解説。
最新の知識を織り込んだ第2版補正版。

DL不可

*1032433717*
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精神科医が教える忘れる技術

医学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 オセ
外傷記憶、恨み、罪悪感、うつ病、強迫神経症、依存、中毒…。あなたの心を 206p
いつまでも蝕む、思い出すのもつらい体験や苦しい症状。ベテラン精神科医が、 冊子版 978-4-422-11488-0 2019.01
岡野憲一郎
（おかの・けんいちろう）
著
創元社

なぜ忘れられないのかを解説し、楽になるための技術を教える。

DL不可 EPUB

*1031325315*
精神疾患が合併していても身体リハビリテーションはできる!
平川淳一
（ひらかわ・じゅんいち）
編著
協同医書出版社

林光俊
（はやし・みつとし）
編著

身体リハビリテーションと精神科医療とを繫ぐ広い理解のために、毎日の臨床に役
立つ重要な必須知識をピックアップ。医療連携に欠かせない関連各科の知識、認
知症合併に対する対処法についても解説する。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ■セ
215p
冊子版 978-4-7639-1086-8 2019.06

*1032383758*
精神疾患とその治療 公認心理師のための精神医学
子安増生
（こやす・ますお）
監修
金芳堂

村井俊哉
（むらい・としや）
編集

公認心理師を目指す人が精神医学全体を一望できるよう編纂したテキスト。公認
心理師として必要とされる精神疾患の知識とその治療について、わかりやすく解説
する。知っておくべき関連法令なども収録。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ■セ
209p
冊子版 978-4-7653-1800-6 2020.02

*1031533327*
専門医がやさしく語るはじめての精神医学 改訂第2版

医学

同時アクセス1 7,018円 + 税
同時アクセス3 10,527円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ワセ
学生、研修医、看護師、臨床心理士など、こころのケアに関心のある人に向けて、 277p
精神科医療の歴史から、精神科の病気とその症状、精神科の治療法までをやさし 冊子版 978-4-521-74257-1 2015.08
渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
著
中山書店

く解説する。新薬の登場や法律の改正等に対応した改訂第2版。

*1031272453*
あたらしい3分間神経診察法

最も簡単で効率のよい考え方・進め方

第2版

中嶋秀人
（なかじま・ひでと）
著
総合医学社

神経診察の要点を効率よく学べる一冊。必要最低限の診察手技を解説し、めまい・
頭痛等の症状別にポイントを押さえて必要な箇所のみ診察するコツを紹介する。「3
分間神経診察法」の正編と続編を合わせ、新たな情報を追加。

グループ動機づけ面接 回復への意欲を引き出す! 高める!

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎神経病学 ナア 173p
冊子版 978-4-88378-695-4 2020.08

*1032352846*
医学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神療法 イグ
医療スタッフが身につけたいグループ 動機づけ面接について、誰もが無理なく基礎 124p
から学べる入門書。依存症治療、生活習慣改善など、クライアント・患者が自ら 冊子版 978-4-8392-1650-4 2020.01

磯村毅
（いそむら・たけし）
著
メヂカルフレンド社

関口慎治
（せきぐち・しんじ）
著

行動変容に向かうための面談法を伝授する。

*1032464449*
ジェネラリストのための神経疾患の診かた

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.72 件名◎神経病学 イジ
外来でよく見かける神経関連の5つの主訴（物忘れ、頭痛、
けいれん、震え、
しびれ感） 260p
について、診療のポイント、診療の流れを示した後、主な原因疾患について最新 冊子版 978-4-498-32852-5 2020.04
井口正寛
（いぐち・まさひろ）
著
中外医学社

の知見を交えて概説し、診察や検査を解説する。

*1031670351*
59

スーパービジョンで磨く認知行動療法 Improving CBT skills
through Supervision うつ病篇

医学

全セッションの記録

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
蟹江絢子
（かにえ・あやこ）
著 堀越勝
（ほりこし・まさる）
著
分類◎493.72 件名◎認知行動療法 カ
創元社
ス 431p
典型的なうつ病患者との全16回のセッションと、それに対するスーパービジョン（指導） 冊子版 978-4-422-11710-2 2020.04

を再現。認知行動療法の流れや注意点が学べる。基本スキルQ＆A や、セッショ
ンで使える配付物一覧、配付物のダウンロードサービス付き。

はじめての精神科作業療法

DL不可 EPUB

*1031875593*
医学

同時アクセス1 16,170円 + 税
同時アクセス3 32,340円 + 税
分類◎493.72 件名◎作業療法 ■ ハ
精神科領域でのリハビリテーションを実施するにあたり、基礎から臨床実践までを 295p
網羅したテキスト。精神科医療の基礎、各種理論、評価学、治療学、そして地 冊子版 978-4-498-07648-8 2011.04
山口芳文
（やまぐち・よしふみ）
編著
中外医学社

渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
編著

域での援助学を順序立てて系統的に解説する。

*1031593960*
医療スタッフのための動機づけ面接 2

糖尿病などの生活習慣病におけるMI 実践
北田雅子
（きただ・まさこ）
著
医歯薬出版

村田千里
（むらた・ちさと）
著

「動機づけ面接」を医療スタッフ向けに説明したテキスト。全体像と面接のプロセ
スを会話例とともに解説。糖尿病などの生活習慣病の事例を紹介し、臨床家の言
動とそれに対応した患者の発話の関連性がわかるように記述する。

怪談に学ぶ脳神経内科

医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎ 件名◎精神療法 キイ 165p
冊子版 978-4-263-23740-3 2020.05

*1032295324*
医学

同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 35,200円 + 税
分類◎493.72 件名◎神経病学 コカ
突然の報い
〈脳卒中〉
、
かなしばり
〈睡眠麻痺〉…。奈良～大正時代に「時間留学」
し、 175p
当時の人々にとっての「怪異」を脳神経内科医の眼で検討。疾患についての現 冊子版 978-4-498-32854-9 2020.04
駒ケ嶺朋子
（こまがみね・ともこ）
著
中外医学社

代的知識を整理し、病歴を深く読み取ることの大切さを伝える。

*1031670341*
救急での精神科対応はじめの一歩

初期対応のポイントから退室時のフォローまで基本をやさしく教えます

北元健
（きたもと・たけし）
著
羊土社

向精神薬による副作用と離脱症状、自殺企図患者、離脱症状によるせん妄への対
応など、長らく救急で勤務した精神科医が、救急で役立つ精神科対応のコツをや
さしく伝授する。困りごと別 INDEX、向精神薬一覧も収録。

思考活動の障害とロールシャッハ法 理論・研究・鑑別診断の実際

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 キキ
170p
冊子版 978-4-7581-1858-3 2019.10

*1031274481*
医学

同時アクセス1 28,050円 + 税
同時アクセス3 42,075円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 クシ
パーソナリティを記述するための臨床技法・ロールシャッハ法による精神病の鑑別で 394p
は、思考活動とその偏りの査定は重要な心理学的要因の1つである。この思考障 冊子版 978-4-422-11446-0 2010.07

ジェームズ・H.クレーガー著
創元社

馬場禮子
（ばば・れいこ）
監訳

害について、ロールシャッハ法という視点から体系的にまとめる。

DL不可 EPUB

*1031553443*
精神科のくすりハンドブック 2020第3版
樋口輝彦
（ひぐち・てるひこ）
監修
総合医学社

向精神薬および関連の薬剤を9つのジャンルに分けて、薬剤の特徴、薬理作用、
適応、処方の実際、副作用、おもな類似薬との使い分け、服薬指導のポイントを
解説し、専門医からのアドバイスも掲載する。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 ■セ 25,379p
冊子版 978-4-88378-681-7 2020.04

*1031853804*
60

精神科の薬－抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠薬・抗認知症薬
…－はや調べノート これだけは押さえておきたい

医学

同時アクセス1 12,276円 + 税
同時アクセス3 16,236円 + 税
杉田尚子
（すぎた・なおこ）
編集 諏訪太朗
（すわ・たろう）
編集
分類◎493.72 件名◎向精神薬 ■セ
メディカ出版
281p
精神科の病棟・外来はもちろん、救急をはじめ、あらゆる診療科・在宅にも必要な 冊子版 978-4-8404-6930-2 2020.03

精神科の薬の知識。漢方製剤を含む117製剤を網羅し、同じ薬効でも患者に合う
もの・合わないもの、医師がなぜその薬剤を選択したのかを解説。

精神科外来処方 navi

*1031670358*
医学

同時アクセス1 4,356円 + 税
同時アクセス3 8,712円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 オセ
研修医、若手精神科医師、一般医師、看護師、薬剤師などが診療現場でさっと 79p
参照できるよう、精神科外来でよくみられる疾患について、処方のポイントやエビデ 冊子版 978-4-498-12982-5 2016.06
大森哲郎
（おおもり・てつろう）
編著
中外医学社

ンス、ピットフォールを平易かつコンパクトにまとめる。

*1031593984*
対話で学ぶ精神症状の診かた
宮内倫也
（みやうち・ともや）
著
南山堂

樫尾明彦
（かしお・あきひこ）
著

精神症状をもつ患者に、主にプライマリ・ケアの現場でどう接していくか。精神症
状の診かたを、精神科医とプライマリ・ケア医の対話を通して紹介。精神療法、
向精神薬、漢方薬についても述べる。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 ミタ
314p
冊子版 978-4-525-38181-3 2019.11

*1031393907*
Dr. 増井の神経救急セミナー 結局現場でどうする? 第2版

医学

同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.73 件名◎神経病学 マド
抗凝固薬の拮抗、血管内治療の適応など、非専門医に必要な神経救急の知識を 175p
解説する。動画を視聴できるQRコード、電子版のシリアルナンバーを記載した袋 冊子版 978-4-7849-6244-0 2020.01

増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
日本医事新報社

綴じ付き。関連ガイドライン改訂に対応した第2版。

DL不可

*1031533302*
エガース・片麻痺の作業療法 ―Bobath 理論による―
Ortrud Eggers
協同医書出版社

従来、理学療法の理論と技術として親しまれてきたボバース法を、作業療法の臨
床技術として応用。また伝統的なゲームや作業をうまく取り入れ、治療手段として洗
練させることで、独自の治療思想による感覚訓練技法も開発し解説する。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7639-2021-8

1986

*1030814203*
しびれが診える エキスパートのアプローチ
鈴木則宏
（すずき・のりひろ）
編
中外医学社

「しびれ感」という訴えの正確な理解から、部位別の鑑別診断の整理、適切な対
処までを網羅したハンドブック。しびれ感の意味と意義や原因と病態、診断へのア
プローチの仕方、発症の病態生理、しびれ感の評価法などを解説する。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎493.73 件名◎しびれ ■シ 250p
冊子版 978-4-498-32850-1 2020.04

*1031670345*
せん妄診療実践マニュアル
井上真一郎
（いのうえ・しんいちろう）
著
羊土社

岡山大学病院精神科リエゾンチームが、せん妄の効果的・効率的な対策・対応
を診療フローに沿って、図表を豊富に用いて解説。薬剤の処方例、使い分けにつ
いても具体的に説明する。

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎493.73 件名◎意識障害 イセ
196p
冊子版 978-4-7581-1862-0 2019.10

*1031340590*
61

パーキンソン病・アルツハイマー病正しく理解、しっかり対
処 神経にゴミがたまる! 神経変性疾患ってなに?

〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉
山元敏正
（やまもと・としまさ）
著
ライフサイエンス出版

中里良彦
（なかざと・よしひこ）
著

医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎神経病学 ヤパ 140p
冊子版 978-4-89775-411-6 2020.07

パーキンソン病やアルツハイマー病といった神経変性疾患の発症メカニズム、症状、
治療などについて、専門医が解説する。2019年6月開催の公開講座をもとに書籍化。

リハビリPT・OT・ST・Dr. のための脳画像の新しい勉強本
国家試験にも臨床にも役立つ !

粳間剛
（うるま・ごう）
著
三輪書店

リハビリに関わる機能障害の種類ごとに脳画像を学べる書。CT・MRIだけでなく、
各種の脳機能画像、拡散テンソルTractographyなどの最新の脳画像まで網羅。
画像のダウンロードQRコード付き。

高次脳機能障害のリハビリテーション Ver.3 〈CR BOOKS〉
武田克彦
（たけだ・かつひこ）
編集
医歯薬出版

三村將
（みむら・まさる）
編集

高次脳機能障害に関する知識と認知リハビリテーションの治療技術をまとめる。各
病態、原因となる疾患群の特徴と注意点、画像検査技術を解説するとともに、リハ
ビリテーション治療の基本と技術、症例報告を収録。

*1032279962*
医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳－疾患 ウリ
297p
冊子版 978-4-89590-672-2 2019.11

*1031959600*
医学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎493.73 件名◎高次脳機能障害
■コ 406p
冊子版 978-4-263-21878-5 2018.12

*1030884493*
実践高次脳機能障害のみかた

医学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎493.73 件名◎高次脳機能障害
神経心理学や高次脳機能障害学の領域について、さまざまな症候のイメージをつ コジ 264p
かみ、その本質を理解できるように解説したテキスト。背景にある歴史的・理論的 冊子版 978-4-498-32844-0 2019.12
小林俊輔
（こばやし・しゅんすけ）
編著
中外医学社

な枠組みも説明。動画・音声資料が視聴できるシリアルコード付き。

*1031434086*
新知覚をみる・いかす 手の動きの滑らかさと巧みさを取り戻すために

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎493.73 件名◎神経病学 ナシ
臨床でセラピストが日々遭遇する動作の障害を挙げ、その知覚障害との関連を解説。 401p
また、体性感覚の神経生理学的基礎から、知覚評価、知覚障害の部位と特徴、 冊子版 978-4-7639-2145-1 2019.08
中田眞由美
（なかだ・まゆみ）
編著
協同医書出版社

清本憲太
（きよもと・けんた）
共著

知覚のリハビリテーションまでを説明する。

*1032383759*
神経疾患の緩和ケア

EOLC for ALL すべての人にエンドオブライフケアの光を

荻野美恵子
（おぎの・みえこ）
編集
南山堂

小林庸子
（こばやし・ようこ）
編集

神経疾患は適切な対症療法を駆使することで、病状の安定、QOL の向上、苦痛
の緩和を得ることができる。機能障害や苦痛に対する対処法、声かけの例など長
年の実践で得たノウハウを、多職種の視点で項目ごとに解説する。

脳卒中 基礎知識から最新リハビリテーションまで

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎493.73 件名◎神経病学 ■シ
364p
冊子版 978-4-525-24201-5 2019.08

*1031393910*
医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
各科の医師からリハビリテーション医療者、およびリハ療法士養成校の学生までを 583p
対象とした脳卒中のテキスト。脳卒中に関する基礎知識、診断・評価、治療、脳 冊子版 978-4-263-26599-4 2019.06
正門由久
（まさかど・よしひさ）
編著
医歯薬出版

高木誠
（たかぎ・まこと）
編著

卒中リハの実際を詳細に解説する。

*1031875430*
62

脳卒中の栄養療法

急性期・回復期・維持期の栄養管理がこの一冊で実践できる!

山本拓史
（やまもと・たくじ）
編
羊土社

脳卒中診療における栄養療法の重要性や、栄養管理の基礎知識をはじめ、脳卒
中急性期・回復期・維持期の栄養管理の実践や栄養療法を、それぞれの治療ステー
ジに携わるエキスパートが解説。Q＆Aも収録する。

脳卒中ポケットマニュアル 日本医大式

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
220p
冊子版 978-4-7581-1865-1 2020.03

*1031616218*
医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
研修医・専修医・コメディカルに向けた、実践的でわかりやすい脳卒中の診断・ 298p
治療のポケットマニュアル。日本医大神経内科で実践している脳卒中診療をもとに、 冊子版 978-4-263-73187-1 2018.11
木村和美
（きむら・かずみ）
編著
医歯薬出版

西山康裕
（にしやま・やすひろ）
編著

超急性期から慢性期に至るポイントを示す。Q and Aも掲載。

*1030884491*
脳卒中治療ガイドライン Japanese Guidelines for the
Management of Stroke

2015〈追補2019対応〉

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会編集
協和企画

新規薬剤や治療機器の開発・導入を反映し、管理・予防・治療の方法とその選
択を新たなエビデンスに基づき示した、脳卒中治療のガイドライン。2016年1月～
2017年12月の文献を検索し、レベル1のエビデンス等を追補。

脳卒中診療 こんなときどうするQ＆A 第2版
棚橋紀夫
（たなはし・のりお）
編集
中外医学社

北川泰久
（きたがわ・やすひさ）
編集

脳血管障害の分類・疫学、診断・検査、重症度、救急処置、脳梗塞の慢性期
治療など、脳卒中診療に関わる問題を題材として取り上げ、それぞれの課題につい
て問答形式で解説する。脳卒中治療ガイドラインの改訂に対応した第2版。

医学
同時アクセス1 9,988円 + 税
同時アクセス3 24,970円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
345p
冊子版 978-4-87794-210-6 2019.11

*1031472805*
医学
同時アクセス1 20,328円 + 税
同時アクセス3 40,656円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳卒中 ■ノ 388p
冊子版 978-4-498-12841-5 2012.03

*1031593989*
嚥下障害ポケットマニュアル 第4版

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎493.73 件名◎嚥下障害 ■エ
ポケットやカバンに入れて手軽に持ち運べ、嚥下障害の実際の臨床の場で必要な 319p
手技と知識を調べやすいようにまとめたマニュアル。最新の情報を取り入れ、文献 冊子版 978-4-263-26569-7 2018.09
聖隷嚥下チーム執筆
医歯薬出版

を見やすい形に整えるなどの工夫を加えた第4版。

*1030884473*
PTSD のための対人関係療法

医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎493.74 件名◎心的外傷後ストレ
PTSD 治療に新たな選択肢を示す臨床マニュアル。従来の治療法とは異なる対人 ス障害 マピ 188p
関係療法（IPT）の画期的なアプローチを、膨大なデータと厳選されたケーススタディ 冊子版 978-4-422-11727-0 2019.11

ジョン・C. マーコウィッツ著
創元社

水島広子
（みずしま・ひろこ）
監訳

を用いながら丁寧に解説する。

DL不可 EPUB

*1031553449*
アディクションサイエンス 依存・嗜癖の科学
宮田久嗣
（みやた・ひさつぐ）
編著
朝倉書店

高田孝二
（たかだ・こうじ）
編著

コカイン、大麻、アルコール、タバコ、睡眠薬、ギャンブル、インターネット…。変
遷のテンポがはやいアディクション（依存・嗜癖）について、基礎研究から臨床
実践までカバーして解説。全体像を平易に解説する座談会も収録。

医学
同時アクセス1 24,420円 + 税
同時アクセス3 48,840円 + 税
分類◎493.74 件名◎依存症 ■ア
293p
冊子版 978-4-254-52025-5 2019.06

*1031873808*
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この1冊で極める頭痛の診断学

患者の痛みの理解と, 適切な診断・治療のために

柴田靖
（しばた・やすし）
著
文光堂

頭痛の病態生理から問診、身体・神経診察、画像検査、診断に至る考え方まで
を解説。著者自身が経験したケーススタディ22症例も紹介する。頭痛診療のエッ
センスが詰まった書。

トラウマの現実に向き合う ジャッジメントを手放すということ

〈創元こころ文庫 P-8〉

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.74 件名◎頭痛 シコ 173p
冊子版 978-4-8306-1028-8 2020.03

*1032288284*
医学

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
水島広子
（みずしま・ひろこ）
著
分類◎ B493.74 件名◎心的外傷後スト
創元社
レス障害 ミト 221p
治療者が「病気」ではなく「人間」としての患者に評価を下してしまうと、新たなト 冊子版 978-4-422-00058-9 2015.12

ラウマを生じさせかねない。トラウマに向き合う治療姿勢について深く掘り下げ、患
者・治療者双方にとって望ましい関係の持ち方を模索する。

パーキンソン病200年 James Parkinson の夢

DL不可 EPUB

*1031325310*
医学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ヤ
James Parkinson の「An Essay on the Shaking Palsy」刊行から約200年の パ 424p
節目におくる、パーキンソン病ハンドブック。歴史から病理・病態、診断、臨床症状、 冊子版 978-4-498-32846-4 2020.01
山本光利
（やまもと・みつとし）
編著
中外医学社

治療まで解説する。

*1031533330*
パーキンソン病はこうすれば変わる! 続
病気の理解とパーキンソン・ダンス

橋本弘子
（はしもと・ひろこ）
編著
三輪書店

高畑進一
（たかばたけ・しんいち）
著

パーキンソン病とリハビリについてわかりやすく解説し、患者の認知機能障害の改
善に有効なダンスを、DVD の映像とともに紹介する。軽度 パーキンソン徴候の説
明や、新しいダンスを追加した続編。日常生活動作チェック表付き。

もっとねころんで読めるてんかん診療

医師が使える、患者にも効く、やさしくふかい処方箋

中里信和
（なかさと・のぶかず）
著
メディカ出版

てんかんのよくある誤解から、病歴聴取のコツや心因性非てんかん発作の鑑別、
新規抗てんかん薬の特徴と使い方、てんかん外科、社会リソースの活用、
トランジショ
ンまで、てんかん診療のエッセンスを幅広く解説する。

言語聴覚士のためのパーキンソン病のリハビリテーションガ
イド 摂食嚥下障害と発話障害の理解と治療

医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ■
パ 106p
冊子版 978-4-89590-650-0 2019.04

*1031959591*
医学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 14,960円 + 税
分類◎ 件名◎癲癇 ナモ 255p
冊子版 978-4-8404-7179-4 2020.10

*1032433797*
医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
杉下周平
（すぎした・しゅうへい）
編集 福永真哉
（ふくなが・しんや）
編集
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ■
協同医書出版社
ゲ 150p
「パーキンソン病を知る」「幅広い視野で嚥下障害を診る」「新たな訓練法を学ぶ」 冊子版 978-4-7639-3056-9 2019.07

という3つのキーワードをもとに、パーキンソン病患者の摂食嚥下障害と発話障害に
対して、言語聴覚士に必要とされる知識を解説する。

摂食障害の不安に向き合う 対人関係療法によるアプローチ

〈創元こころ文庫 P-7〉
水島広子
（みずしま・ひろこ）
著
創元社

摂食障害、特に拒食症の治療において必要な仕事は「安心の提供」であって、
体重を増やすことや症状をなくすことではない。摂食障害の治療の実際を、特に「不
安」に注目して紹介する。
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*1032383762*
医学
同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B493.74 件名◎摂食障害 ミセ
229p
冊子版 978-4-422-00057-2 2015.12
DL不可 EPUB

*1031325309*

頭痛 Headaches 〈神経内科 Clinical Questions ＆ Pearls〉
清水利彦
（しみず・としひこ）
編集
中外医学社

神経内科のエキスパートを目指す医師の指針となるテキスト。頭痛の分類や頭痛
診療の手順などをまとめた頭痛診療総論を掲載し、頭痛診療に関係する多くの問題
について、第一線で活躍している医師らがわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 13,552円 + 税
同時アクセス3 27,104円 + 税
分類◎493.74 件名◎頭痛 ■ズ 326p
冊子版 978-4-498-22862-7 2016.05

*1031593987*
発達性トラウマ障害のすべて

医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎493.74 件名◎心的外傷後ストレ
トラウマを中核に抱えた症例の場合、従来の精神療法は役に立たない。座談会「発 ス障害 ■ ハ 126p
達性トラウマ障害のゆくえ」をはじめ、わが国におけるエキスパートらによる、複雑 冊子版 978-4-535-90453-8 2019.09
杉山登志郎
（すぎやま・としろう）
編
日本評論社

性 PTSD の治療に焦点を当てた論考などを収録する。

*1031927339*
非定型 パーキンソニズム 基礎と臨床

医学

同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ■
非定型 パーキンソニズムは進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などパー ヒ 27,242p
キンソン病に似た症状を示す疾患群。疾患ごとの歴史、診断基準、画像・病理所見、 冊子版 978-4-8306-1547-4 2019.05
下畑享良
（しもはた・たかよし）
編集
文光堂

治療を提示し、病態解明や治療法の確立に向けた最新情報をまとめる。

*1031132306*
痙縮治療ポケットマニュアル

ボツリヌス療法・ITB 療法・リハビリテーション

医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.74 件名◎ジストニー ■ケ
113p
日々の臨床で役立つ痙縮治療のマニュアル。痙縮治療の柱であるボツリヌス療法、 冊子版 978-4-263-26566-6 2018.07
藤原俊之
（ふじわら・としゆき）
編
医歯薬出版

ITB 療法、リハビリテーション治療を写真・イラストを交えてコンパクトに解説する。

*1030884481*
レビー小体型認知症がわかる本 第二の認知症

医学

同時アクセス1 1,430円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎493.75 件名◎レビー小体型認知
幻覚症状が起こっている大切な人への接し方と病気の正しい知識を、15の事例を 症 カレ 143p
取り上げて、イラストでわかりやすく解説する。家族の疑問や悩みごとに関するQ＆ 冊子版 978-4-86513-665-4 2019.11
川畑信也
（かわばた・のぶや）
著
法研

Aも収録。

*1031853813*
認知症 Dementia 〈神経内科 Clinical Questions ＆ Pearls〉
高尾昌樹
（たかお・まさき）
編集
中外医学社

神経内科のエキスパートを目指す医師の指針となるテキスト。認知症診療や基礎
研究の第一人者として活躍する医師らが、認知症の診断、治療、日常診療におけ
るポイントや BPSDを中心とする対応などをわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 15,488円 + 税
同時アクセス3 30,976円 + 税
分類◎493.75 件名◎認知症 ■ニ
435p
冊子版 978-4-498-12986-3 2016.12

*1031593988*
コウノメソッドでみる急速進行型認知症
河野和彦
（こうの・かずひこ）
著
日本医事新報社

認知症の進行がはやい例、長くMCI のままの例を初診時に見抜くには ? MCI の時
期に患者の予後を予測する方法を解説。認知症診療に最低限必要な精神科疾患
の知識なども掲載。電子版を無料閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 14,278円 + 税
同時アクセス3 21,417円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ココ
295p
冊子版 978-4-7849-4593-1 2020.02
DL不可

*1031533312*
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コグニサイズ 指導マニュアル 3STEPで認知症予防

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ■コ
運動しながら認知課題を行い、脳の活性化を効率的に促進する、認知症予防を目 157p
的とした運動方法「コグニサイズ」を包括的にわかりやすく紹介。認知症予防の 冊子版 978-4-263-26619-9 2020.03
島田裕之
（しまだ・ひろゆき）
編集
医歯薬出版

基礎と、認知症予防を目的としたアセスメントについても解説する。

*1032295329*
どう向き合う!? 高齢者の認知機能

セラピストのための基本的な考え方と臨床応用

牧迫飛雄馬
（まきざこ・ひゅうま）
編集
文光堂

さまざまな立場から高齢者の認知機能をとらえるための基本となる考え方や知識のほ
か、誰しもが遭遇する可能性がある事象を例に挙げ、臨床応用を見据えた対策を
解説する。

現場の疑問に答えるもの忘れ診療 Q＆A

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ■ド
211p
冊子版 978-4-8306-4576-1 2019.06

*1031254973*
医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎認知症 ハゲ 205p
研修医、薬剤師、医療スタッフ…。診療科に関係なく誰もが認知症患者に関わる 冊子版 978-4-498-32856-3 2020.07
羽生春夫
（はにゅう・はるお）
編著
中外医学社

時代。高齢者のもの忘れ・認知症を診療するうえでのさまざまな疑問点、注意点を、
図表を交え、Q＆A 形式で実践的に解説する。

*1032310416*
地域を変える認知症カフェ企画・運営マニュアル

おさえておきたい原則と継続のポイント
矢吹知之
（やぶき・ともゆき）
編著
中央法規出版

ベレ・ミーセン編著

認知症の人やその家族、地域の人、専門職がともに集まる「認知症カフェ」を企
画・運営するためのマニュアル。“ 継続 ” のための7つの原則や、組織づくり、再び
訪れたくなる場所にするためのコツなどを解説。Q＆Aも収録。

認知症に伴う生活習慣病・身体合併症

実臨床から考える治療と対応
川畑信也
（かわばた・のぶや）
著
中外医学社

高血圧、糖尿病、透析、排尿障害、骨粗鬆症、肺炎・誤嚥性肺炎…。認知症
に伴う生活習慣病・身体合併症の治療の考え方、治療薬選択について会話形式
で解説。認知症診療における法律問題などにも触れる。

認知症ポジティブ ! 脳科学でひもとく笑顔の暮らしとケアのコツ

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ■チ
192p
冊子版 978-4-8058-5739-7 2018.09

*1032413657*
医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 カニ
215p
冊子版 978-4-498-22916-7 2019.11

*1031340574*
医学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ヤニ
認知症は忌み嫌うものではなく共生するものと発想を変えれば、認知症になっても明 326p
るく穏やかに暮らせて、介護負担も軽減できる! 認知症のイメージをネガティブから 冊子版 978-4-7639-6034-4 2019.05
山口晴保
（やまぐち・はるやす）
著
協同医書出版社

ポジティブに変えるアイデアを紹介する。

*1032383764*
「大人の発達障害」
トリセツのつくりかた

一般病棟における入院患者の評価と対応に役立つ実践的知識 !

井上真一郎
（いのうえ・しんいちろう）
編著
中外医学社

大人の発達障害に関する実践的知識と介入方法を豊富な図表とともに具体的に解
説。新しい気づきや有用なアイデアが満載の、多職種によるクロストークや、大人
の発達障害への理解が深まるエキスパートのコラムも充実。
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医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎ 件名◎発達障害 イオ 149p
冊子版 978-4-498-22920-4 2020.08

*1032310421*

大人の発達障害診療マニュアル

7つのステップでわかる大人の ASD・ADHD

姜昌勲
（きょう・まさのり）
著
中外医学社

正しく知る、情報を集める、診断する、見逃さない・間違わない…。ASDを含んだ「大
人の発達障害」を診るために必要な「正しい知識」と「少しのコツ」を7つのステッ
プにまとめる。

心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方 〈ココロの健康シリーズ〉
功刀浩
（くぬぎ・ひろし）
著
翔泳社

慢性的なストレスが原因となって徐々に発症していく「うつ病」などの心の病の予
防や治療に役立つ食事、運動、睡眠を含めライフスタイル全般について、最新の
研究結果に基づいた対処法を紹介する。チェック欄あり。

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎493.76 件名◎発達障害 キオ
123p
冊子版 978-4-498-12970-2 2014.07

*1031593985*
医学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎493.79 件名◎精神衛生 クコ
159p
冊子版 978-4-7981-5773-3 2019.01

*1031210673*
AST 虎の巻 日常の疑問に答える!
竹末芳生
（たけすえ・よしお）
編著
中外医学社

抗菌薬選択と投与設計・院内 マニュアル作成・バンドルマネジメントを、Q＆A
形式の具体的ケースで学べる書。外来、術後管理、ICU、薬剤部等の現場で役
立つ。薬剤一覧表、索引も掲載。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎感染症 タエ 224p
冊子版 978-4-498-02130-3 2020.05

*1031873838*
サンフォード感染症治療ガイド 日本語版 2020
David N.Gilbert 編集
ライフサイエンス出版

Henry F.Chambers 編集

全世界の臨床家に愛用され続けている「感染症治療のバイブル」。日常診療で遭
遇する全ての感染症についての診断、原因菌、治療選択の情報を、簡潔かつ体
系的に表形式でまとめる。新型コロナウイルスの情報をまとめた付録付き。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎感染症 ■サ 409p
冊子版 978-4-89775-416-1 2020.08

*1032279964*
サンフォード感染症治療ガイド 日本語版 2019
David N.Gilbert 編集
ライフサイエンス出版

Henry F.Chambers 編集

全世界の臨床家に愛用され続けている「感染症治療のバイブル」。日常診療で遭
遇するすべての感染症についての診断、原因菌、治療選択の情報を、簡潔かつ
体系的に表形式でまとめる。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■サ 405p
冊子版 978-4-89775-394-2 2019.07

*1032282416*
外来で診る感染症 感染症診療コツのコツ
具芳明
（ぐ・よしあき）
編
日本医事新報社

外来診療を行う医師に向け、内科の診断・治療一般のエキスパートが自身の実践
を踏まえて「外来での感染症診療のコツ」を伝授する。役立つコラムも掲載。電
子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■ガ 238p
冊子版 978-4-7849-2938-2 2020.02
DL不可

*1031533305*
感染症クリスタルエビデンス こういうときはこうする!
感染対策・予防編

岡秀昭
（おか・ひであき）
監修
金芳堂

加藤英明
（かとう・ひであき）
編集

抗菌薬適正使用支援の意義から職員の感染管理、施設の管理まで。感染症コン
トロール業務にかかわる日常の疑問について、エビデンスを整理し、実際の治療
をどうしたらいいか「エキスパートオピニオン」を提案する。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■カ 306p
冊子版 978-4-7653-1813-6 2020.03

*1031616228*
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抗菌薬ドリル 実践編

臨床現場で必要な力が試される感染症の「リアル」問題集
羽田野義郎
（はだの・よしろう）
編集
羊土社

感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方など、感染症診療の基盤になる考え方を、
実際に出会う疾患・シーン別に学べる「リアル」 問題集。研修医に必要なワクチ
ンの原則も収録。解答記入用紙付き。

高齢者の暮らしを守る在宅・感染症診療
高山義浩
（たかやま・よしひろ）
著
日本医事新報社

時間と資源が限られる在宅での高齢者の感染症診療と感染対策を、
「考え方」「症
候別アプローチ」「使いこなしたい薬剤」など4つの観点から実践的に解説する。
電子版が閲覧できる袋とじのシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■コ 244p
冊子版 978-4-7581-1866-8 2020.03

*1031670319*
医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 タコ 208p
冊子版 978-4-7849-5755-2 2020.02
DL不可

*1031533309*
深在性真菌症の診断・治療ガイドライン 2014小児領域改訂版

医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎493.8 件名◎真菌症 ■シ 261p
深在性真菌症の診断と治療について、フローチャートを示して詳しく解説。診断と 冊子版 978-4-87794-179-6 2016.05
深在性真菌症のガイドライン作成委員会編
協和企画 （発売）

治療の概要、ベッドサイドで役立つ、コピーして使えるチェックリストなども掲載。
小児領域で保険適用を取得したVRCZ 等の推奨度を中心に改訂。

*1031629239*
エキスパートが疑問に答えるワクチン診療入門

医学

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎ワクチン ■エ 215p
感染症が専門でなくても知っておきたいワクチン診療の入門書。ワクチンの社会的・ 冊子版 978-4-7653-1825-9 2020.07
谷本哲也
（たにもと・てつや）
編著
金芳堂

蓮沼翔子
（はすぬま・しょうこ）
編著

歴史的背景、知っておくべき重要な制度やエビデンス、感染症疾患を予防する各
種ワクチンについて簡潔に解説する。エキスパートの見解も掲載。

*1031983477*
おとなのワクチン

子どもだけじゃないおとなに足りないワクチンをわかりやすく解説 !

医学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎493.82 件名◎予防接種 ■オ
204p
小児期に打ち損じたワクチンや、追加が必要なワクチン、海外旅行や赴任に伴っ 冊子版 978-4-525-18811-5 2019.12
中山久仁子
（なかやま・くにこ）
編集
南山堂

て必要なワクチン、妊婦、慢性疾患、免疫不全、医療従事者などに必要なワク
チンなど、思春期以降のワクチンについて解説する。

ブラッシュアップ敗血症

*1031393909*
医学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎493.83 件名◎敗血症 コブ 197p
敗血症について広く深く概観できる一冊。米国で敗血症をはじめとする救急医学に 冊子版 978-4-498-16614-1 2019.10
近藤豊
（こんどう・ゆたか）
著
中外医学社

研鑽を積んだ著者が、敗血症の概念から実際の敗血症治療や診療のポイント、
流れまでをわかりやすく解説する。

*1031137185*
インフルエンザ診療ガイド 2019-20

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎493.87 件名◎インフルエンザ ■
インフルエンザ 総論をはじめ、対象別の予防・治療、検査・診断、脳症の診断・ イ 236p
治療、治療薬、インフルエンザワクチンの効果・有効性、医療関係者の対策、 冊子版 978-4-7849-5480-3 2019.10
菅谷憲夫
（すがや・のりお）
編
日本医事新報社

Q＆Aなどを収録。電子版を閲覧できる袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137192*
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救急医療のための新型コロナウイルス感染症 COVID-19
診療ガイド

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
太田凡
（おおた・ぼん）
監訳 京都府立医科大学救急医療学教室訳
分類◎ 件名◎新型コロナウイルス感染症
総合医学社
■キ 76p
新型コロナウイルス感染症 COVID-19の疫学・予防・治療に関する最新の情報を、 冊子版 978-4-88378-712-8 2020.07

信頼性の高いネット情報へのリンク（QRコード）とともにまとめる。コロナウイルス
診療に関する主要情報一覧付き。

新型コロナウイルスCOVID-19特講
Dr. 岡の感染症 ディスカバリーレクチャー

*1032352845*
医学

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 28,600円 + 税
岡秀昭
（おか・ひであき）
編著
分類◎ 件名◎新型コロナウイルス感染症
中外医学社
オシ 153p
感染症専門医であるDr. 岡による新型コロナウイルス対策の羅針盤。疫学・病態 冊子版 978-4-498-02132-7 2020.07

に関する知見、診断・治療・マネジメントのノウハウなどを解説し、専門医同士
の症例検討も収載する。「CareNeTV」の番組を元に単行本化。

撃ち落とされたエイズの巨星 HIV/AIDS 撲滅をめざしたユップ・

*1031983482*
医学

ランゲ博士の闘い 〈PEAK books〉

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
シーマ・ヤスミン著 鴨志田恵
（かもしだ・けい）
訳
分類◎493.878 件名◎エイズ ヤウ
羊土社
270p
HIV/AIDS 撲滅をめざすが2014年のマレーシア航空17便撃墜事件で帰らぬ人と 冊子版 978-4-7581-1210-9 2019.12

なったユップ・ランゲ 博士。死に至る病をコントロール可能な慢性疾患に変えた人
類の叡智と、社会実装上の困難を、彼の生涯とともに描く。

はじめよう! おうちでできる子どものリハビリテーション＆やさ
しいケア
小さく生まれた子どもや重い障がいのある子どもの在宅支援のために

田村正徳
（たむら・まさのり）
監修
三輪書店

前田浩利
（まえだ・ひろとし）
監修

*1031434079*
医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎493.9 件名◎小児科学 ■ ハ
307p
冊子版 978-4-89590-667-8 2019.09

小児在宅支援の幅広い知識が身につく入門書。小さく生まれた子どもと重い障がい
のある子どもを主な対象として、リハビリテーションの技術、基礎的な医学知識、子
どもに関わる法律・制度などをイラストとともに平易に解説する。

研修医24人が選ぶ小児科 ベストクエスチョン

*1031959597*
医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.9 件名◎小児科学 オケ
研修医へのアンケートなどによって厳選された小児科診療に関する38のクエスチョ 272p
ンを、実地臨床に適応しやすい形で分かりやすく解説。注射の痛みを軽減するコツ、 冊子版 978-4-498-14566-5 2020.04
岡本光宏
（おかもと・みつひろ）
著
中外医学社

授乳中の服薬など、研修医の「本当に知りたい疑問」に応える。

*1031670352*
肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医
学・生理学
竹田 一則
ジアース教育新社

特別支援教育の第一線に立つ教職員にとっての必須知識！ 筑波大学における10
年以上の教育や、筑波大学が委託を受けて毎年全国の現職教員を対象として行っ
ている文部科学省の免許法認定講習などの経験をもとに、これまで難解なものにな
りがちであった病態生理や医学的知見をわかりやすく解説した入門書です。

小児科 〈New Simple Step〉

医学
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-921124-91-5

2008

*1031329045*
医学

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ■シ 578p 図版
医学の全分野の理解が要求される小児科学の「知識のエキス」を凝縮したテキ 23p
スト。各項ごとに、イントロダクション＆ガイダンス、確実に押さえておくべきポイント、 冊子版 978-4-88378-716-6 2020.09
西基
（にし・もとい）
監修
総合医学社

小林良二
（こばやし・りょうじ）
監修

医師国家試験で問われた事項等を示す。参考知識も掲載。

*1032352850*
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小児科学 PEDIATRICS 改訂第10版
五十嵐隆
（いがらし・たかし）
編集
文光堂

小児の生理学的特性や心身の発達などを含め、小児科学における重要な項目すべ
てを適切かつ簡潔に解説したテキスト。小児保健の知識等、現代の小児科診療
に必要な内容を積極的に取り上げた改訂第10版。

医学
同時アクセス1 52,800円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎493.9 件名◎小児科学 ■シ
1141p
冊子版 978-4-8306-3034-7 2011.04

*1031507082*
こどもの外科救急

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 テコ
小児の外因系を診る機会のある人に役立つ書。頭部外傷、熱傷といった症状ごと 210p
に症例を呈示し、小児と成人の違い、診療のコツ、ピットフォール、患者や家族へ 冊子版 978-4-7849-4649-5 2019.12

鉄原健一
（てつはら・けんいち）
編著
日本医事新報社

の説明ポイントを解説する。電子版が閲覧できるシリアルコード付き。

DL不可

*1031434071*
ハンズオンによる小児脳波判読の手引き
読んでみよう! デジタル 脳波

秋山倫之
（あきやま・ともゆき）
著
洋學社

脳波を読んだ経験があまりない初心者に向けた、小児脳波判読の手引き。脳波の
基本を解説し、実際の症例を教材とした脳波の判読の実践も収録。Windows 専
用脳波ビューワDVD-ROM 付き。

最新小児・周産期遺伝医学研究と遺伝カウンセリング

〈遺伝子医学 MOOK 別冊 シリーズ：最新遺伝医学研究と遺伝カウンセ
リング シリーズ4〉
中村公俊
（なかむら・きみとし）
編集
メディカルドゥ

佐村修
（さむら・おさむ）
編集

周産期医療に関する遺伝カウンセリングの現状や留意点、遺伝学的検査法、出
生前診断の歴史などを紹介し、さまざまな小児・周産期遺伝医学研究、遺伝カウ
ンセリングについて詳述。さらに、倫理・法・社会的な問題も取り上げる。

小児エコーの撮影法と正常像がぜんぶわかる!

腹部・体表・心臓・頭部を完全マスター
日本小児超音波研究会編
金芳堂

小児エコーはプローブの当て方とそのときに観察される正常像を覚えることが重要。
わかりやすい標準的な走査法と画像描出のポイント、正常像との比較でわかる代
表的疾患について解説する。

小児エコー検査直前チェックポイント

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 アハ
178p
冊子版 978-4-908296-12-3 2018.09

*1031329051*
医学
同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 41,580円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■サ
296p
冊子版 978-4-909508-03-4 2019.11

*1032383786*
医学
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
239p
冊子版 978-4-7653-1793-1 2019.11

*1031274458*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 20,460円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 フシ 263p
小児エコー検査の直前に「疑問に持ちやすいポイント」「見落としがちなポイント」 冊子版 978-4-7653-1832-7 2020.06
藤本雄介
（ふじもと・ゆうすけ）
著
金芳堂

赤坂好宣
（あかさか・よしのぶ）
監修

などを素早くチェックできる書。症例や画像を豊富に取り入れ、特に外来で見落とし
たくない腸重積や急性虫垂炎については詳説する。

*1031873866*
小児の薬の選び方・使い方 直伝 改訂5版

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
小児プライマリ・ケアのコアとなる薬や、小児の日常診療でよくみる症状・疾患に 402p
対する薬の選び方・使い方を、小児専門医がわかりやすく伝授。小児の処方の心 冊子版 978-4-525-28445-9 2020.04
横田俊平
（よこた・しゅんぺい）
編集
南山堂

田原卓浩
（たはら・たかひろ）
編集

構え、薬を上手に飲ませるための工夫等も紹介。薬品・用語索引付き。

*1031853788*
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小児科診療のお悩み相談室

子どもの診療が苦手な人のための Q＆A
末廣豊
（すえひろ・ゆたか）
編
文光堂

緊急性のある場合のサインは? 虐待を疑うのはどんなとき? 脱水症、熱中症で大切
なことは ? 初歩的すぎて誰にも相談できない悩みから、親への説明のコツ、日常診
療のちょっとした落とし穴までを、Q＆A 形式で解説する。

小児外来診療のコツとワザ 今日から実践できる40の Tips!

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
215p
冊子版 978-4-8306-3037-8 2014.06

*1032288289*
医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
よちよち歩き骨折とは ? 釣り針が刺さってしまったら? 医療設備や器具が満足に揃っ 201p
ていない地域の診療所でも役立つ、小児診療のコツとワザを多数紹介。日常診療 冊子版 978-4-8306-1029-5 2020.04
熊谷秀規
（くまがい・ひでき）
編集
文光堂

における「子どもならでは」の問題に対するヒントが満載。

*1032383740*
小児心電図 ハンドブック Handbook of Pediatric ECG

医学

同時アクセス1 13,552円 + 税
同時アクセス3 27,104円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 タシ
小児心電図について、
その特徴、正しいとり方といった基本や、異常波形の見分け方、 189p
不整脈解説などの項目に分けて、豊富な心電図とともにわかりやすく説明。ペースメー 冊子版 978-4-498-14528-3 2013.09
高木純一
（たかぎ・じゅんいち）
編著
中外医学社

カー心電図についても触れる。

*1031593975*
お母さんが書いた
『アトピー・アレルギー通信』―双子・子
育て・アレルギーの10年―
河出 , ゆき子
彩流社

アトピー・喘息・食物アレルギーの双子の女の子の家族が、病気の治療のために
五大アレルゲン除去の食事療法のほか、さまざまな療法を試し、アレルギーっ子
の母親たちと交流しながらアレルギーを乗り越えていった10年間の体験記。

そのまま使える!シーン別食物アレルギーの栄養食事指導
海老澤元宏
（えびさわ・もとひろ）
監修
南山堂

柳田紀之
（やなぎだ・のりゆき）
編集

病院、保育所、学校、行政…。さまざまな場面で食物アレルギーの患者へ栄養
食事指導をする際、栄養士がどのような言葉かけを行うかを、基礎知識にも触れな
がら対話形式でわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-547-4

1999

*1032019521*
医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ■ソ 189p
冊子版 978-4-525-63391-2 2020.08

*1032356288*
どうする? 保育園＆小さな子どものいる家庭での食物アレル
ギー 事故を防ぐためにコレだけは
金子光延
（かねこ・みつのぶ）
著
かもがわ出版

食物アレルギーの事故を防ぐには? 子どもたちが保育園や家庭で安全に楽しく生活
できるよう、食物アレルギーについての “キホンのキ”をわかりやすく説明。厚労省
の保育所におけるアレルギー対応ガイドラインも解説する。

食物アレルギーハンドブック 2018 子どもの食に関わる方々へ

医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎493.931 件名◎小児科学 カド
141p
冊子版 978-4-7803-1073-3 2020.02

*1031843677*
医学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎493.931 件名◎小児科学 ■シ
食物アレルギーはどのようにして起こる? アナフィラキシーはどのような症状 ? 食物ア 80p
レルギーの標準的な考え方を、Q＆A 方式でわかりやすく解説する。
「食物アレルギー 冊子版 978-4-87794-201-4 2018.10
海老澤元宏
（えびさわ・もとひろ）
監修
協和企画 （発売）

伊藤浩明
（いとう・こうめい）
監修

診療ガイドライン2016」に準拠。

*1031629237*
71

食物アレルギー診療ガイドライン 2016 2018年改訂版
海老澤元宏
（えびさわ・もとひろ）
監修
協和企画 （発売）

伊藤浩明
（いとう・こうめい）
監修

食物アレルギーの診療に携わる医師が知っておくべき知識と診療の基本的な枠組
みを、完成度の高い図表を多く取り入れつつ、簡潔に記述する。ヒスタミン遊離試
験のキットの発売中止などに対応した2018年改訂版。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎493.931 件名◎小児科学 ■シ
183p
冊子版 978-4-87794-203-8 2018.10

*1031629236*
川崎病 増え続ける謎の小児疾患

医学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎493.931 件名◎川崎病 ミカ
乳幼児の70人に1人がかかり、現在も増え続ける原因不明の発熱性疾患、川崎病。 209p
その実態や注意点など最新のトピックも含めた医学情報を紹介するほか、病気を発 冊子版 978-4-335-76020-4 2019.11
三浦大
（みうら・まさる）
著
弘文堂

見した川崎富作の足跡を小説風に書いた「川崎病物語」も収録。

DL不可

*1031274399*
そのエビデンス、妥当ですか ? システマティック・レビューと
メタ解析で読み解く小児のかぜの薬のエビデンス

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
大久保祐輔
（おおくぼ・ゆうすけ）
著 榊原裕史
（さかきばら・ひろし）
監修
分類◎493.933 件名◎小児科学 オソ
金芳堂
231p
小児のかぜ診療でよく処方される薬の必要な知識を、システマティック・レビューと 冊子版 978-4-7653-1815-0 2020.04

メタ解析をもとに網羅的に記載。さらに、システマティック・レビューとメタ解析の読
み方・考え方を、疫学的な視点から解説する。

子供の便秘はこう診る!

親子のやる気を引き出す小児消化器科医のアプローチ

*1031670327*
医学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎493.934 件名◎小児科学 ソコ
171p
医療従事者、特に医師に向けて、子供の便秘の特徴・診断・治療について解説。 冊子版 978-4-525-28401-5 2020.04
十河剛
（そごう・つよし）
著
南山堂

医療現場のミスコミュニケーションから起こる事案が少しでも減るよう、コーチングの
技術を用いた親子のやる気を引き起こす方法も含めて説明する。

若年性特発性関節炎における生物学的製剤使用の手引き

*1031853790*
医学

2020年版

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業小児期および成人移行期小児リ 分類◎ 件名◎小児科学 ■ジ 91p
ウマチ患者の全国調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネッ 冊子版 978-4-7581-1877-4 2020.06
トワーク構築による標準的治療の均てん化研究班若年性特発性関節炎分担班編集 日本
小児リウマチ学会協力

羊土社

*1031983474*

成人診療科医のための小児リウマチ性疾患移行支援ガイド

医学

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業小児期および成人移行期小児リ 同時アクセス1 14,850円 + 税
ウマチ患者の全国調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネッ 同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ■セ 140p
トワーク構築による標準的治療の均てん化研究班編集 日本小児リウマチ学会協力
冊子版 978-4-7581-1876-7 2020.06

羊土社
若年性特発性関節炎、全身性 エリテマトーデス、若年性皮膚筋炎・若年性特発
性炎症性筋疾患、シェーグレン症候群の4つの代表的な小児リウマチ性疾患につ
いて、小児科から成人診療科への移行支援の要点を解説する。

ADHDクロストーク ADHD CROSS TALK

*1031983473*
医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎注意欠陥多動性障害 ■エ
ADHD（注意欠陥・多動症）の概念、診断・評価、治療・支援…。現実とエビ 205p
デンスの狭間で悩み、迷いながらもよりよい診療を模索し続けてきた児童精神科医 冊子版 978-4-498-22918-1 2020.07
齊藤万比古
（さいとう・かずひこ）
著
中外医学社

飯田順三
（いいだ・じゅんぞう）
著

2名と小児科医1名が、ADHD 臨床を語りつくす。

*1032310415*
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わかってほしい ! 子ども・思春期の頭痛
藤田光江
（ふじた・みつえ）
著
南山堂

片頭痛、反復性緊張型頭痛、慢性連日性頭痛、二次性頭痛…。子ども・思春期
の頭痛の背景にあるさまざまな要因や、診断・治療の進め方、家庭や保育所・幼
稚園・学校でできる対処法などを、専門医がやさしく解説する。

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎493.937 件名◎小児科学 フワ
161p
冊子版 978-4-525-28291-2 2019.11

*1031574993*
子どもの睡眠ガイドブック 眠りの発達と睡眠障害の理解

医学

同時アクセス1 15,510円 + 税
同時アクセス3 31,020円 + 税
分類◎493.937 件名◎児童精神医学 ■
学校生活に直接的に影響し、子どもの健やかな成長を妨げる睡眠の問題。医療・ コ 173p
保健スタッフ、教育関係者などを対象に、子どもの睡眠の基礎知識と子どもの睡眠 冊子版 978-4-254-30119-9 2019.07
駒田陽子
（こまだ・ようこ）
編
朝倉書店

井上雄一
（いのうえ・ゆういち）
編

障害の病態生理、臨床特性と治療法について幅広く概説。

DL不可

*1031983423*
発達障害の作業療法 基礎編 第3版

医学

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.937 件名◎発達障害 ■ ハ
臨床に向けた実践学としての発達障害を学ぶすべての学生と臨床作業療法士のた 355p
めのテキスト。基礎編は、子育ての援助としての作業療法、発達障害の作業療 冊子版 978-4-89590-670-8 2019.11
岩崎清隆
（いわさき・きよたか）
著
三輪書店

鴨下賢一
（かもした・けんいち）
著

法の基礎となる知識や手段などを解説する。切り取り式「発達の筒」付き。

*1031959598*
発達障害の作業療法 実践編 第3版

医学

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.937 件名◎発達障害 ■ ハ
臨床に向けた実践学としての発達障害を学ぶすべての学生と臨床作業療法士のた 297p
めのテキスト。実践編は、作業療法における評価・治療、生活の自立の支援、 冊子版 978-4-89590-671-5 2019.11
岩崎清隆
（いわさき・きよたか）
著
三輪書店

岸本光夫
（きしもと・みつお）
著

問題行動の理解とその対処などを解説する。

*1031959599*
被災地の子どものこころケア

東日本大震災のケースからみる支援の実際

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎493.937 件名◎児童精神医学 マ
ヒ 190p
東日本大震災後、子どもたちの「こころの復興」を目指して支援活動を展開してき 冊子版 978-4-8058-5779-3 2018.11
松浦直己
（まつうら・なおみ）
編著
中央法規出版

八木淳子
（やぎ・じゅんこ）
著

た精神科医たちの実践を紹介。医療、教育、行政が連携して進める、被災地で
の子どものこころのケアについて、具体的に提示・提案する。

こどもの心臓病と手術 患者説明にそのまま使える 改訂2版
立石実
（たていし・みのり）
著
メディカ出版

小出昌秋
（こいで・まさあき）
監修

「心臓手術が必要」と言われたこどもの家族の不安を少しでも和らげるために、先
天性心疾患の基本から、手術で大切なこと、入院から退院までの流れ、手術が終
わって大人になるまでを、イラストとともにわかりやすく解説する。

*1032413663*
医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎小児外科 タコ 124p
冊子版 978-4-8404-7251-7 2020.08
DL不可

*1032310396*
子どものあざ どう診て・どう治療するか
山下理絵
（やました・りえ）
著
南山堂

小児のあざ治療についてまとめた一冊。小児のあざを赤、青、茶、黒といった色ご
とに分け、疾患の概要、治療、カウンセリングする際のキーポイント、他院受診
後のセカンドオピニオンなどを解説する。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ヤコ 115p
冊子版 978-4-525-34081-0 2020.07

*1032267587*
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新生児のフィジカルアセスメント パーフェクト版
大木茂
（おおき・しげる）
編
メディカ出版

言葉を持たない新生児のサインを読み取る力・適切な対応力が身に付く書。所見
ごとにまとめたフローチャートで、観察ポイント・検査・はじめの動きがわかる。

医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎新生児 ■シ 343p
冊子版 978-4-8404-6979-1 2020.09

*1032433800*
新生児の正常・異常みきわめブック

豊富な写真で正常所見と疾患がわかる 正期産児編

田中太平
（たなか・たいへい）
著
メディカ出版

新生児の微細な変化を見つける目を養おう!「観察するためにはライト選びが重要」
という観点から照明の基礎知識も盛り込みつつ、正期産児の診方のポイントを診察
の流れに沿って、豊富な写真とともに解説する。

新生児室・NICUで使う薬剤ノート 改訂5版

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎493.95 件名◎新生児 タシ 127p
冊子版 978-4-8404-6881-7 2019.12

*1031340587*
医学

同時アクセス1 10,912円 + 税
同時アクセス3 14,432円 + 税
分類◎ 件名◎新生児 ■シ 296p
新生児室・NICU の基本薬22種・薬効184薬剤を取り上げ、臨床的用途に応じて 冊子版 978-4-8404-7246-3 2020.07

北東功
（ほくとう・いさむ）
編著
メディカ出版

三輪雅之
（みわ・まさゆき）
編著

形状と規格単位・適応・用法用量・薬理作用・副作用・薬剤相互作用などについ
て解説。ナースのための「観察ポイント」も付いたハンドブック。

*1031983467*
新生児蘇生法の20の秘訣 Dr.Rinshuが紐解く超講義
島袋林秀
（しまぶくろ・りんしゅう）
著
メディカ出版

新生児蘇生法の20の秘訣について、各秘訣の冒頭に秘訣の要約と新生児蘇生法
テキストや蘇生ガイドラインの記載を明記し、日本版新生児蘇生法（NCPR）の
基本的な内容を踏まえながら解説する。ステップアップ 問題も収録。

医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎493.95 件名◎新生児 シシ 155p
冊子版 978-4-8404-6911-1 2019.07

*1031137195*
新生児内分泌 ハンドブック

退院後・学童期のフォローアップにも役立つ

新生児内分泌研究会編著
メディカ出版

新版

河井昌彦
（かわい・まさひこ）
責任編集

新生児内分泌の基礎から応用までが学べ、新生児管理の臨床で生かせるように、
第一人者が最新知識を臨床上の着眼点とともに丁寧に解説。早産児骨減少症、
緊急対応が必要な先天代謝異常症、循環作動薬などの項目を追加した新版。

病院前新生児蘇生法テキスト

医学
同時アクセス1 17,050円 + 税
同時アクセス3 22,550円 + 税
分類◎ 件名◎新生児 ■シ 317p
冊子版 978-4-8404-7228-9 2020.06

*1031983463*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎493.95 件名◎新生児 ■ビ
周産期医療を専門にしない救急隊員および救急救命士に向けた病院前新生児蘇 157p
生法講習会の事前学習・事後学習用テキスト。講習会講義資料、模擬問題も収録。 冊子版 978-4-8404-7191-6 2020.03

細野茂春
（ほその・しげはる）
監修
メディカ出版

動画が視聴できるロック解除キー付き。

*1031533317*
小さく生まれた赤ちゃん あたたかなこころの発達ケアと育児の指針

医学

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎493.96 件名◎未熟児 オチ 241p
小さく生まれた赤ちゃんと親は医学的問題とともに、発達や情緒的な課題にも対応し 冊子版 978-4-86692-026-9 2019.10
大城昌平
（おおぎ・しょうへい）
著
大学教育出版

なければなりません。新生児ケア室での赤ちゃんと家族の安寧を促すための発達支
援およびケア介入の指針を示し、育児のヒントなども紹介します。

*1031272479*
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乳児期の親と子の絆をめぐって しあわせな人を育てるために

〈フィギュール 彩 85〉
澁井展子
（しぶい・ひろこ）
著
彩流社

小児科医師として、気になることや心配なこと、両親に伝えたい最新の医学的知識
や情報、子育てへのアドバイス、子どもを取り巻く環境への提言などを綴る。東京
都医師会雑誌に掲載した文章を単行本化。

小児臨床栄養マニュアル チームで実践 !!

医学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎493.98 件名◎育児 シニ 205p
冊子版 978-4-7791-7078-2 2017.04
DL不可 EPUB

*1031579546*
医学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎493.983 件名◎小児栄養 ■シ
小児栄養管理の基本、各種疾患・病態における小児栄養管理、チーム医療など、 258p
大人とは異なるこどもの栄養管理の実際を、ポイントやコツを交えてわかりやすく解説。 冊子版 978-4-8306-6059-7 2012.02
高増哲也
（たかます・てつや）
編集
文光堂

深津章子
（ふかつ・あきこ）
編集

*1031254969*
ナースの外科学 改訂7版
磯野可一
（いその・かいち）
編著
中外医学社

今日のナースに必要とされる外科学の基本知識を簡明かつ平易に解説。外科看護
上必須事項をまとめた総論と、各部位・臓器の解剖・生理から疾患までを扱う各論
で構成。とくに重要な点は赤字で記載する。

医学
同時アクセス1 22,110円 + 税
同時アクセス3 44,220円 + 税
分類◎494 件名◎外科学 イナ 566p
冊子版 978-4-498-07598-6 2017.09

*1031593954*
目からウロコ! 外科医のための感染症のみかた, 考えかた
岩田健太郎
（いわた・けんたろう）
著
中外医学社

感染症が理解できれば、オペもはかどる! 感染症診療の大原則や各科でよく診る感
染症のピットフォールについて、わかりやすい語り口で解説。外科医・窪田忠夫との
対談「外科と感染症のはざまで」も収録。

医学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 37,400円 + 税
分類◎494 件名◎外科学 イメ 219p
冊子版 978-4-498-05044-0 2015.03

*1031593995*
もし大学病院の外科医がビジネス書を読んだら
仕事や人生が楽しくなる“ 深いい話 ”

海道利実
（かいどう・としみ）
著
中外医学社

大学病院での超多忙な毎日の合間を縫って、幅広く活字を愛読する外科医が、自
身の読書体験・人生体験を通じて思ったこと、考えたことを綴る。仕事や人生を楽
しくするヒントが満載。ランチョンセミナーでの講演をもとに書籍化。

ペインクリニック診療38のエッセンス

〈医学のあゆみ BOOKS〉
細川豊史
（ほそかわ・とよし）
編
医歯薬出版

急性痛・慢性疼痛の概念をはじめ、難治性疼痛の代表格である神経障害性疼痛
の診断と治療、さまざまな痛みを生じる疾患の個別の概念と治療法、鎮痛薬と鎮痛
補助薬による薬物療法のノウハウ、“ がん疼痛 ” の治療などを解説する。

まれな疾患の麻酔 A to Z

医学
同時アクセス1 4,356円 + 税
同時アクセス3 8,712円 + 税
分類◎494.04 件名◎外科学 カモ 140p
冊子版 978-4-498-04816-4 2013.11

*1031593962*
医学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎494.24 件名◎ ペインクリニック ■
ペ 209p
冊子版 978-4-263-20680-5 2018.07

*1030884478*
医学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎494.24 件名◎麻酔 ■マ
およそ400の “まれな疾患 ”をとりあげ、麻酔に際しての注意事項を示し、病態生理、 30,680p
臨床症状などを解説。第一線で働く麻酔科医に役立つ最新情報を提供する。「麻 冊子版 978-4-8306-2827-6 2015.05
高崎眞弓
（たかさき・まゆみ）
編集
文光堂

河本昌志
（かわもと・まさし）
編集

酔科トラブルシューティングA to Z」の姉妹編。

*1031959565*
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意識と感覚のない世界 実のところ、麻酔科医は何をしているのか
ヘンリー・ジェイ・プリスビロー著
みすず書房

小田嶋由美子
（おだじま・ゆみこ）
訳

メスで身体を切り刻まれているあいだ、痛くないのはなぜなのか ? 手術のあと、何事
もなかったように目を覚ませるのはなぜなのか ? 3万回以上の処置を行ってきた麻酔
科医が、麻酔薬の歴史から麻酔科医の日常までを描く。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎494.24 件名◎麻酔 プイ 215p
冊子版 978-4-622-08866-0 2019.12

*1031670263*
麻酔科トラブルシューティング A to Z
高崎眞弓
（たかさき・まゆみ）
編集
文光堂

河本昌志
（かわもと・まさし）
編集

麻酔の始まりから終わりまでの間に起こる約280項目のトラブルと疑問について、具
体的な対処法を解説。項目は「術前」「術中・術後」、さらに臓器別に分けて掲
載する。探しやすいキーワード一覧も収録。

医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎494.24 件名◎麻酔 ■マ
23,637p
冊子版 978-4-8306-2832-0 2010.10

*1031959566*
麻酔科医のための周術期の診療ガイドライン活用術

〈新戦略に基づく麻酔・周術期医学〉
横山正尚
（よこやま・まさたか）
専門編集
中山書店

森田潔
（もりた・きよし）
監修

麻酔科医が、周術期において根拠に基づいた医療を実施するために必要となる主
な診療ガイドラインを、術前管理・術中管理・術後管理に分けて取りあげ、その
活用法を臨床に即した症例とともに具体的に解説する。

麻酔科学レビュー 最新主要文献とガイドラインでみる 2020
山蔭道明
（やまかげ・みちあき）
監修
総合医学社

廣田和美
（ひろた・かずよし）
監修

2018年8月～2019年7月に発表された、麻酔科学に関する主要な文献を各領域の
第一線の専門医が執筆者となって選択し、2020年度版としてレビューしたもの。臨
床的なトピックスを中心に構成。

医学
同時アクセス1 31,460円 + 税
同時アクセス3 47,190円 + 税
分類◎ 件名◎麻酔 ■マ 290p
冊子版 978-4-521-74328-8 2020.06

*1031983460*
医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎ 件名◎麻酔 ■マ 325p
冊子版 978-4-88378-696-1 2020.05

*1031853803*
遠位橈骨動脈アプローチ dRA2020
吉町文暢
（よしまち・ふみのぶ）
編著
中外医学社

経皮的冠動脈形成術や末梢血管治療の「遠位橈骨動脈アプローチ（dRa）」の
Tipsを整理した解説書。CT/ エコーによる近位・遠位橈骨動脈の観察、止血プ
ロトコール、さまざまな手技、dRa 症例と実際などを収録。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎ 件名◎血管外科 ヨエ 237p
冊子版 978-4-498-13662-5 2020.07

*1031983485*
スキル 外来手術アトラス ―すべての外科系医師に必要な
美しく治すための基本手技―第3版
市田 , 正成
文光堂

基礎編では形成外科的な基本手技を，実際編では，救急外来や当直などでよく遭
遇する顔面や手指等の外傷から，四肢・躯幹部の瘢痕，腫瘍，奇形に至るまで，そ
れぞれ複数の手術法を提示し，症例に合わせたベストチョイスの手術法を学ぶこと
ができる．

外傷専門診療ガイドライン JETEC 改訂第2版
日本外傷学会監修 日本外傷学会外傷専門診療ガイドライン改訂第2版編集委員会編集
へるす出版

日本外傷学会が認定する外傷専門医に必要な知識をまとめた診療ガイドライン。
外傷診療体系論、チームアプローチなどのほか、損傷部位ごとに戦略と戦術を連
続して解説。爆傷についても取り上げる。

医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-2616-6

*1031132301*
医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎494.3 件名◎外傷 ■ガ 489p
冊子版 978-4-89269-954-2 2018.06

*1031496582*
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2006

湿潤療法の考え方 , 使い方

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎創傷 イシ 81p
湿潤療法の歴史から治療、予防まで幅広くまとめた一冊。皮膚の構造と治癒過程、 冊子版 978-4-498-06374-7 2020.06
入江康仁
（いりえ・やすひと）
著
中外医学社

創傷被覆材の種類、軟膏剤、消毒剤、ドレナージの概念の重要性、処置後に処
方したい薬などについて解説し、症例も多数呈示する。

*1031983479*
Dr. 大津の世界イチ簡単な緩和医療の本

がん患者を苦痛から救う10ステップ

第3版

大津秀一
（おおつ・しゅういち）
著
総合医学社

ステロイド、NSAIDs、オピオイド、鎮痛補助薬など、緩和医療に使う主な薬の使
い方を、治療のステップごとにわかりやすく解説。レスキューの設定、うつへの注意、
頓用処方指示票の活用についても説明する。

がん・生殖医療 妊孕性温存の診療 新版

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎癌 オド 166p
冊子版 978-4-88378-697-8 2020.09

*1032352852*
医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■ガ 415p
最新の治療動向と研究成果をまとめた、日本がん・生殖医療学会監修によるレファ 冊子版 978-4-263-73194-9 2020.04

日本がん・生殖医療学会監修
医歯薬出版

鈴木直
（すずき・なお）
編集

レンス・ブック。妊孕性温存の基礎・臨床の最新知見から、がん・生殖医療連携
の構築、ヘルスケアプロバイダーによる支援までを幅広く紹介する。

*1032295328*
がんの症状緩和に使える! 漢方薬 ハンドブック
35の推薦処方とそのエビデンス

遠山正彌
（とおやま・まさや）
監修
金芳堂

左近賢人
（さこん・まさと）
監修

がん専門医に役立つ漢方の教科書。漢方特有の理論を説明し、がん支持療法で
汎用される35種類の推薦処方とその関連処方を東西両医学の視点から、また、臨
床・基礎データに基づき科学的に解説する。漢方薬の副作用にも言及。

がん診療における精神症状・心理状態・発達障害ハンドブック

医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■ガ 101p
冊子版 978-4-7653-1804-4 2020.01

*1031533325*
医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎サイコオンコロジー ■ガ
がん治療医、緩和ケア医、看護師などの医療スタッフに向けた、サイコオンコロジー 213p
（精神腫瘍学）の入門書。がん患者の精神・心理・発達面への対応を図表を交 冊子版 978-4-7581-1880-4 2020.08
小山敦子
（こやま・あつこ）
編集
羊土社

吉田健史
（よしだ・たけし）
協力

えて解説する。「がん治療のための緩和ケアハンドブック」の姉妹書。

*1031986219*
こうすればうまくいく在宅緩和ケアハンドブック 第3版

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■コ 420p
自分らしく生きるためのサポートをどう行うか ? 在宅緩和ケアに関する制度や流れを 冊子版 978-4-498-05728-9 2019.09
粕田晴之
（かすだ・はるゆき）
編著
中外医学社

高橋昭彦
（たかはし・あきひこ）
編著

まとめた上で、高いレベルの実践的な対応を具体的に解説する。ホスピス文化、
地域包括ケアシステムなどのポイントについて加筆。

*1031274459*
チームで取り組む免疫チェックポイント阻害薬治療
各務博
（かがむ・ひろし）
監修
中外医学社

山口央
（やまぐち・おう）
編著

診療科・職種の垣根を越えて免疫関連有害事象（irAE）に対処すべく、医師、
看護師、薬剤師、すべての医療スタッフに向けて、irAE 対策のコツを伝授。腫
瘍免疫の仕組みや、治療に関する最新の話題も取り上げる。

医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■チ 262p
冊子版 978-4-498-10610-9 2019.10

*1031274464*
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プレシジョン・メディシン

ビッグデータの構築・分析から臨床応用・課題まで
佐藤孝明
（さとう・たかあき）
監修
エヌ・ティー・エス

榊佳之
（さかき・よしゆき）
監修

医療革命を引き起こすと期待されるプレシジョン・メディシン。その研究の最前線を
紹介。データベース構築と解析・分析手法の開発、がんを中心とした治療分野に
おけるプレシジョン・メディシンの進展などについてまとめる。

緩和ケアの壁にぶつかったら読む本
西智弘
（にし・ともひろ）
著
中外医学社

緩和ケアの実践現場で日夜奮闘する若き医師が、患者や家族、チームメートの悩
みの声に耳を傾け、自らの中の「壁」にも気づき、それを乗り越える秘策を丁寧に
公開する。

医学
同時アクセス1 101,200円 + 税
同時アクセス3 151,800円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■プ 373,10p
冊子版 978-4-86043-580-6 2018.10

*1030871157*
医学
同時アクセス1 6,292円 + 税
同時アクセス3 12,584円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ニカ 212p
冊子版 978-4-498-05716-6 2016.02

*1031593963*
癌診療指針のための病理診断プラクティス 原発不明癌
青笹克之
（あおざさ・かつゆき）
総編集
中山書店

都築豊徳
（つずき・とよのり）
専門編集

原発不明癌の原発臓器の確定法と効果的な治療法の選択をわかりやすく解説す
る。基本的知識、現場で用いられている探索法、原発巣の探索の実際などについ
て説明し、症例、免疫組織化学抗体一覧表を収録する。

医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■ガ 195p
冊子版 978-4-521-74786-6 2019.11

*1031340578*
頭頸部がん手術ノート 輪層の外科
長谷川泰久
（はせがわ・やすひさ）
著
金芳堂

頭頸部がん手術において安全かつ根治性に優れた手術を容易に行うには? 原発臓
器に対して、筋膜と筋間隙から術式の概念化を試みる書。著者の豊富な経験から
導き出した手術の法則を、豊富なイラストと術中写真で解説する。

医学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 28,050円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ハト 179p
冊子版 978-4-7653-1839-6 2020.08

*1032310408*
アドヒアランスに着目した経口抗がん薬服薬支援マニュアル

医学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎494.53 件名◎癌 ■ア 386p
経口抗がん薬のアドヒアランスの評価の考え方と、具体的にどうやるかを実践例を 冊子版 978-4-525-70591-6 2019.11
川上和宜
（かわかみ・かずよし）
編集
南山堂

堀里子
（ほり・さとこ）
編集

交えて説明。各経口抗がん薬について、薬剤師が初回＆継続面談時に行うべきこと、
アドヒアランスが保てない場合に行うこと等を薬剤師目線で記載。

*1031574991*
がん疼痛治療薬のうまい使い方 使い分けやスイッチングの考

え方、実際の処方例から外来でのコツまで
木澤義之
（きざわ・よしゆき）
編
羊土社

岸野恵
（きしの・めぐみ）
編

最適な鎮痛効果を得るためには－。がん疼痛治療の薬物療法について、外来診療
で使用できるように、処方の考え方やコツ、さじ加減、生活指導、ケアの仕方をま
とめる。

抗がん剤をいつやめるか ? どうやめるか ?
最期まで患者さんの人生を支える医療の実践

勝俣範之
（かつまた・のりゆき）
編
日本医事新報社

抗がん剤をいつやめるか ? やめないとどうなるか ? 余命を聞かれたらどうするか ? 臨
床現場で最も難しい命題に、各領域のエキスパートが取り組む。電子版を閲覧で
きるシリアルナンバー袋綴じ付き。
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医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■ガ 229p
冊子版 978-4-7581-1882-8 2020.08

*1031986218*
医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■コ 228p
冊子版 978-4-7849-6382-9 2020.04
DL不可

*1031873846*

根拠にもとづくがん化学療法レジメン作成とマネジメントの
てびき 原文献の読み解き方、支持療法・投与法の標準化、安全な
運用・評価の実践

神野正敏
（かんの・まさとし）
監修
羊土社

池末裕明
（いけすえ・ひろあき）
監修

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■コ 198p
冊子版 978-4-7581-1878-1 2020.06

院内標準化された適切ながん化学療法レジメンを構築し、安全に管理していくため
の実践的ポイントを解説する。レジメン作成例や、申請レジメンの監査・レジメン
構築に必要な用語集も収録。

誰も教えてくれなかった癌臨床試験の正しい解釈
里見清一
（さとみ・せいいち）
著
中外医学社

吉村健一
（よしむら・けんいち）
監修

非劣性試験とは何か ? 予後因子と予測因子が意味するものとは? 癌臨床試験を計
画立案し、実施し、結果を解釈し、実臨床に活かすという各プロセスにおいて重
要な統計的考え方のエッセンスをまとめる。

*1031873859*
医学
同時アクセス1 10,648円 + 税
同時アクセス3 21,296円 + 税
分類◎494.53 件名◎癌 サダ 242p
冊子版 978-4-498-02250-8 2011.10

*1031593986*
薬局で役立つ経口抗がん薬はじめの一歩
日本臨床腫瘍薬学会監修
羊土社

医学

加藤裕芳
（かとう・ひろよし）
編集

経口抗がん薬の基本的な知識がやさしく学べる入門書。各薬剤の対象となる患者、
注意すべき副作用、臓器機能が低下している患者への投与などをQ＆A 形式でま
とめるほか、背景となるレジメン等も解説する。

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.53 件名◎癌 ■ヤ 395p
冊子版 978-4-7581-1873-6 2020.04

*1031670322*
プライム脳神経外科

外科治療の最前線 !エキスパートのテクニカルノート 5

頭蓋底腫瘍

医学

同時アクセス1 30,800円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■
プ 321p
脳神経外科疾患の治療・手術テクニック集。5は、頭蓋底腫瘍を取り上げ、治療 冊子版 978-4-89590-591-6 2020.04

木内博之
（きのうち・ひろゆき）
監修
三輪書店

斉藤延人
（さいとう・のぶひと）
監修

に必要な戦略、アプローチ、手術手技を実際の臨床の場でイメージできるよう、イ
ラストを多用してビジュアルに解説する。

悪性脳腫瘍のすべて Neuro‐Oncology の教科書
杉山一彦
（すぎやま・かずひこ）
編集
メディカ出版

橋本直哉
（はしもと・なおや）
編集

悪性脳腫瘍について、画像診断・病理診断から手術、放射線治療、最新の化学
療法、免疫療法まで、すべてを網羅。手術は脳神経外科専門医試験に必須の体
位（頭位）
・皮切・開頭も丁寧に解説。手術の WEB 動画付き。

*1031959589*
医学
同時アクセス1 27,280円 + 税
同時アクセス3 36,080円 + 税
分類◎ 件名◎脳腫瘍 ■ア 285p
冊子版 978-4-8404-7013-1 2020.10

*1032433798*
脳神経外科診療プラクティス 3

脳神経外科医のための脳機能と局在診断

医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
335p
脳神経外科診療に重要と思われる神経症候をピックアップし、それぞれのメカニズム、 冊子版 978-4-8306-2403-2 2014.10
橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

分類、評価（診断）などについて、図を交えて解説する。日常臨床と、その背景
となる神経学的知識を整理するのに役立つ。

脳神経外科診療プラクティス 6

脳神経外科医が知っておくべきニューロサイエンスの知識

橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

膨大なニューロサイエンス分野の中から、脳神経外科診療にとって特に重要と思
われる項目を取り上げ、図表や写真を用いて視覚的に理解できるよう解説する。脳
神経外科研修医から専門医取得後の医師まで広く想定したテキスト。

*1031959569*
医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
226p
冊子版 978-4-8306-2406-3 2015.10

*1031959570*
79

脳神経外科診療プラクティス 1 脳血管障害の急性期マネジメント
橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

脳血管障害発症直後の病院前救護、病院の救急外来、ストロークユニットをはじ
めとした急性期病棟等の場面を取り上げ、実際の担当医の思考や動きに沿って、
押さえておくべき事項をまとめる。それらの理論的背景も解説する。

医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
286p
冊子版 978-4-8306-2401-8 2014.03

*1032288287*
脳神経外科診療プラクティス 4 神経救急診療の進め方

医学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
神経救急診療で押さえておくべき事項について、受傷（発症）直後の病院前救護、 264p
病院の救急外来、救命救急センターをはじめとした急性期病棟といった場面を切り 冊子版 978-4-8306-2404-9 2014.10
橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

取り、実際の担当医・担当者の思考や動きに沿って解説する。

*1032288288*
脳神経血管内治療次の一手

専門医・指導医のための難症例解決指南

寺田友昭
（てらだ・ともあき）
編集
メディカ出版

津本智幸
（つもと・ともゆき）
副編集

脳神経血管内治療において難症例に遭遇した際の判断と対処の仕方を、研修医、
専門医、指導医の対話形式で分かりやすく解説する。手術動画を視聴できるスクラッ
チ式のロック解除キー付き。『脳神経外科速報』連載を基に書籍化。

冠動脈疾患の手術

〈心臓血管外科手術エクセレンス‐手術画と動画で伝える‐3〉
夜久均
（やく・ひとし）
専門編集
中山書店

高梨秀一郎
（たかなし・しゅういちろう）
専門編集

理論やエビデンスとともに、冠動脈 バイパス術などを取り上げ、心臓外科医が描
いた図を用いてわかりやすく解説。心筋梗塞の慢性、急性合併症に対する外科治
療、循環補助の手術手技も収録。動画閲覧用のシリアルコード付き。

思考をつかむ!テクニックを見る!PCI 紙上 LIVE

Professionalに学べ

中村茂
（なかむら・しげる）
編著
メディカ出版

岡村篤徳
（おかむら・あつのり）
編著

PCI のエキスパートDr. の手技をライブ形式で学べる書。さまざまな症例を提示し、
若手 Dr. からの意見に答える形で治療の実際を解説する。また、治療中に最も注
意を払ったポイントも質問形式で掲載。

新心臓血管外科テキスト

TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR SURGERY

安達秀雄
（あだち・ひでお）
編集
中外医学社

小野稔
（おの・みのる）
編集

来たるべき、新・専門医制度時代の羅針盤。専門医をめざす医師のために、心
臓血管外科の標準的な最新知識を多くのエキスパートたちが解説する。心臓血管
外科領域で活躍するスタッフらにも役立つ。

人工心肺 ハンドブック 改訂3版
山口敦司
（やまぐち・あつし）
著
中外医学社

百瀬直樹
（ももせ・なおき）
著

人工心肺は、文字通り人工的に心臓と肺の機能を代行する装置であり、究極の生
命維持装置といえる。人工心肺運転のエキスパートが、体外循環の理論と現場
でのノウハウを豊富なビジュアルで解説。

医学
同時アクセス1 54,560円 + 税
同時アクセス3 72,160円 + 税
分類◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
319p
冊子版 978-4-8404-7178-7 2019.12

*1031274480*
医学
同時アクセス1 62,920円 + 税
同時アクセス3 94,380円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓外科 ■カ
230p
冊子版 978-4-521-74479-7 2020.03
動画

*1031616234*
医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓外科 ■シ
157p
冊子版 978-4-8404-7201-2 2020.04

*1031616215*
医学
同時アクセス1 53,240円 + 税
同時アクセス3 106,480円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓外科 ■シ
822p
冊子版 978-4-498-03914-8 2016.10

*1031593997*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎人工心肺 ヤジ 259p
冊子版 978-4-498-03918-6 2020.08

*1032310418*
80

弁膜症の手術

〈心臓血管外科手術エクセレンス‐手術画と動画で伝える‐2〉
高梨秀一郎
（たかなし・しゅういちろう）
専門編集
中山書店

坂東興
（ばんどう・こう）
専門編集

弁膜症の手術の術式について、一線級の外科医が詳細に解説。現役の心臓外
科医の手で描かれたイラストと、重要な場面をコンパクトに編集した動画で、外科
医の考え方を理解できる。動画閲覧用のシリアルコード付き。

区切アトラス イラストで学ぶ系統的肺区域切除術
野守裕明
（のもり・ひろあき）
著
文光堂

岡田守人
（おかだ・もりひと）
著

肺区域切除術における手技のポイントなどを説明したのち、右上葉区域・右下葉
区域・左上葉区域・左下葉区域などの切除について、カラーイラストで解説する。
手技のみでなく、外科的な区域解剖の理解をも深める有用な書。

医学
同時アクセス1 62,920円 + 税
同時アクセス3 94,380円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓弁膜症 ■
ベ 186p
冊子版 978-4-521-74478-0 2018.09
動画

*1031616127*
医学
同時アクセス1 52,800円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎494.645 件名◎胸部外科 ノク
262p
冊子版 978-4-8306-2335-6 2011.05

*1031132310*
胃がん手術後の安心ごはん 胃を失ったあとの後遺症を防ぐ!

〈食事療法はじめの一歩シリーズ〉
青木照明
（あおき・てるあき）
著
女子栄養大学出版部

金原桜子
（きんぱら・おうこ）
著

食べ方をかえて、後遺症とさようなら! 胃を切った人の食生活のポイントや生活の注
意点を説明し、安心して食べられる献立を朝昼夕に分けて紹介。体にやさしい単品
レシピや、少量でも栄養価を高めるレシピ等も収録する。

腰椎分離症のミカタ
酒井紀典
（さかい・としのり）
著
文光堂

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,830円 + 税
分類◎ 件名◎胃癌 アイ 127p
冊子版 978-4-7895-1889-5 2020.08

*1032326637*
医学

西良浩一
（さいりょう・こういち）
監修

徳島大学分離研究40年の歴史を凝集。長年にわたり腰椎分離症に向き合い続け
た著者が、病態、診断、保存治療、手術治療、リハビリテーションなど、腰椎分
離症の見方を解説する。非典型例・難治例・類似疾患も掲載。

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎494.66 件名◎脊椎－疾患 サヨ
88p
冊子版 978-4-8306-2739-2 2019.05

*1031132304*
脊髄損傷理学療法マニュアル 第3版
岩崎洋
（いわさき・よう）
編著
文光堂

豊富な図を用いながら脊髄損傷へのアプローチをまとめた実践書。基本動作、
ADL 動作、応用動作を獲得していく過程を中心に、脊髄損傷の理学療法のすべ
てをマニュアル化する。現状に即した内容とした第3版。

医学
同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎494.66 件名◎脊髄－疾患 イセ
442p
冊子版 978-4-8306-4581-5 2020.02

*1031959563*
診察所で診る足 病態・検査・診断・治療
井口傑
（いのくち・すぐる）
著
日本医事新報社

プライマリ・ケア医のための足診療テキスト。専門医に回す前に、目の前の患者
さんにできる検査・診断・治療を行うためのノウハウを解説します。電子版を閲覧
できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎494.67 件名◎足－疾患 イシ
213p
冊子版 978-4-7849-4855-0 2019.10
DL不可

*1031137191*
整形外科レジデントのための上肢の ベーシック手術

医学

同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎ 件名◎手－疾患 ■セ 150p
整形外科レジデントが “ 必ずマスターしておきたい ” 上肢の9つの基本手術をわかり 冊子版 978-4-7849-5806-1 2020.07

田中利和
（たなか・としかず）
編
日本医事新報社

やすく丁寧に解説する。研修医～専門医前の医師に最適な一冊。動画が視聴で
きるQRコード、袋とじの電子版シリアルナンバー付き。

DL不可

*1032310386*
81

整形外科診療のためのガイドライン活用術
大川淳
（おおかわ・あつし）
編集
中山書店

平田仁
（ひらた・ひとし）
編集

整形外科の主な疾患に関連するガイドラインの内容をコンパクトに解説。典型的
症例について手術治療とともに保存治療を提示し、ガイドラインを逸脱するような非
典型的な症例にも触れる。

医学
同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 43,560円 + 税
分類◎494.7 件名◎整形外科学 ■セ
298p
冊子版 978-4-521-74774-3 2019.09

*1030831536*
予防に導くスポーツ整形外科

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.7 件名◎整形外科学 ■ヨ
アスリートに発生する主要な整形外科疾患の疫学や発症メカニズム・動作分析な 31,525p
どの基礎的知識から予防のためのトレーニング、再発予防のためのリハビリテーショ 冊子版 978-4-8306-5189-2 2019.11
古賀英之
（こが・ひでゆき）
編集
文光堂

二村昭元
（にむら・あきもと）
編集

ン・外科的治療までを、最新のエビデンスに基づいて具体的に解説。

*1031828310*
整形外科テストポケットマニュアル

臨床で使える徒手的検査法86
高橋仁美
（たかはし・ひとみ）
著
医歯薬出版

金子奈央
（かねこ・なお）
著

整形外科領域の86の徒手的テストをまとめたコンパクトなマニュアル。豊富な写
真で手順を説明し、陽性の判定と注意点をわかりやすく解説。メカニズム、疑われ
る疾患についてのコラムも掲載。20の反射テストも収録する。

骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 総論・上肢

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎494.72 件名◎整形外科学 タセ
180p
冊子版 978-4-263-21733-7 2016.05

*1030884490*
医学

同時アクセス1 13,552円 + 税
同時アクセス3 27,104円 + 税
分類◎494.74 件名◎骨折 マコ 158p
1例1例が全て異なる骨折は、整形外科医と共通認識をもち、個別に治療プログラ 冊子版 978-4-498-06720-2 2015.10
松本正知
（まつもと・まさとも）
著
中外医学社

青木隆明
（あおき・たかあき）
監修

ムを立案することが大切。上肢の骨折を部位別に取り上げ、疫学、整形外科的な
治療の考え方、評価と運動療法についてまとめる。総論も解説する。

*1031593972*
骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 体幹・下肢

医学

同時アクセス1 15,488円 + 税
同時アクセス3 30,976円 + 税
分類◎494.74 件名◎骨折 マコ 199p
1例1例が全て異なる骨折は、整形外科医と共通認識をもち、個別に治療プログラ 冊子版 978-4-498-06722-6 2015.10
松本正知
（まつもと・まさとも）
著
中外医学社

青木隆明
（あおき・たかあき）
監修

ムを立案することが大切。体幹と下肢の骨折を部位別に取り上げ、疫学、整形外
科的な治療の考え方、評価と運動療法についてまとめる。

*1031593973*
骨折の術前計画55 7000例から厳選
矢倉拓磨
（やぐら・たくま）
著
メディカ出版

7000例の骨折手術で術前作図を描き治療してきた著者が厳選した55症例を紹介。
骨折の術前計画の立て方を、「電子カルテ上での外傷整形術前計画テンプレート
の入力」と「術前作図の描画」に集約して学ぶことができる一冊。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 35,200円 + 税
分類◎ 件名◎骨折 ヤコ 263p
冊子版 978-4-8404-7247-0 2020.07

*1031983469*
骨折 ハンター レントゲン×非整形外科医

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎494.74 件名◎骨折 マコ 378p
非整形外科医による非整形外科医のための、「診断 + 初期対応」だけにフォーカ 冊子版 978-4-498-16616-5 2019.10
増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
中外医学社

スした骨折本。複数の症例を疑似体験することで骨折線をイメージできるように構成
し、診断後のマネジメントも記載する。

*1031137186*
82

下腿・足の手術 〈整形外科手術イラストレイテッド〉

医学

同時アクセス1 62,920円 + 税
同時アクセス3 94,380円 + 税
分類◎494.77 件名◎足－疾患 ■カ
下腿、足関節、足部における骨・関節外傷、アキレス腱断裂、足関節症、扁平足、 346p
外反母趾などの手術を取り上げる。実際の手術をイメージできるようにカラーイラスト 冊子版 978-4-521-73257-2 2019.12
木下光雄
（きのした・みつお）
専門編集
中山書店

と付属 DVD、簡潔な文章で分かりやすく解説。

動画

*1031439217*
機能でみる船橋整形外科方式肩と肘のリハビリテーション

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎494.77 件名◎肩－疾患 ■キ
保存療法を中心に、船橋整形外科病院の肩関節・肘関節治療を集大成。肩関節・ 445p
肘関節における診断と治療、理学療法に対する考え方や取組みについて解説する。 冊子版 978-4-8306-2741-5 2019.10
菅谷啓之
（すがや・ひろゆき）
編集
文光堂

高村隆
（たかむら・たかし）
編集

巻末に機能解剖のミニレクチャーなどの付録付き。

*1031828313*
肩関節疾患の評価と施術アプローチ

ジェフ・マリーのオーストラリアン徒手療法
ジェフ・マリー著
三輪書店

森田あずさ
（もりた・あずさ）
訳

肩関節疾患における問題点を見つけ効果的なアプローチを選択するために役立つ
90秒ルールを紹介。効果を導く評価法と多彩な施術技術を解説する。Web 動画
が視聴できるQRコード、スクラッチ式のパスワード付き。

肩関節手術 合併症の予防と対策
末永直樹
（すえなが・なおき）
編著
メディカ出版

合併症を起こさない手術手技とリハビリをまとめた肩関節手術のテキスト。手術
中に問題を起こさないためのテクニック、起こした場合のリカバリーなどを解説。
WEB で手術動画を視聴できるスクラッチ式のロック解除キー付き。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎494.77 件名◎肩－疾患 マカ
84p
冊子版 978-4-89590-657-9 2019.07

*1031959593*
医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎肩－疾患 スカ 158p
冊子版 978-4-8404-7263-0 2020.10

*1032433796*
骨関節障害理学療法学 理学療法アクティブ・ラーニング・テキスト

医学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎494.77 件名◎骨－疾患 ■コ
学生が必要水準の学習目標に向かって自ら、またはクラスメイトと協力して学ぶた 389p
めのテキスト。骨関節障害の基礎的な病因から一般的なリスク管理、評価、理 冊子版 978-4-8306-4578-5 2020.02
対馬栄輝
（つしま・えいき）
編集
文光堂

有馬慶美
（ありま・けいみ）
編集

学療法までを解説し、予習課題や設問等を掲載する。書き込み欄あり。

*1031959564*
若手医師のための超入門関節鏡視下手術

〈整形外科 SURGICAL TECHNIQUE BOOKS 7〉
松本秀男
（まつもと・ひでお）
編集
メディカ出版

菅谷啓之
（すがや・ひろゆき）
編集

膝関節、肩関節、肘関節、股関節、足関節の鏡視下手術の基礎知識、代表的
な手術のコツとピットフォールが学べる入門書。

医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎ 件名◎関節－疾患 ■ワ 262p
冊子版 978-4-8404-7223-4 2020.06

*1031983468*
足部・足関節痛のリハビリテーション 〈痛みの理学療法シリーズ〉
赤羽根良和
（あかばね・よしかず）
著
羊土社

足部・足関節の解剖から、疼痛や可動域制限を理解するための基本知識、疼痛
や可動域制限に対する評価と治療までを、エキスパートPT が図や写真を交えて解
説する。ケーススタディも掲載。

医学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎494.77 件名◎足－疾患 アソ
231p
冊子版 978-4-7581-0246-9 2020.03

*1031814546*
83

長引く膝の痛みに対する治療戦略

医学

同時アクセス1 12,584円 + 税
同時アクセス3 18,876円 + 税
分類◎ 件名◎膝－疾患 イナ 222p
なぜ膝は痛むのか ? なぜ長引くのか ? 画像、バイオメカニクス、炎症、神経機能など、 冊子版 978-4-7849-5780-4 2020.05
池内昌彦
（いけうち・まさひこ）
編著
日本医事新報社

多方面から膝の痛みの病態に迫る。電子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

DL不可

*1031873847*
膝エコーのすべて 解剖・診断・インターベンション
中瀬順介
（なかせ・じゅんすけ）
執筆
日本医事新報社

土屋弘行
（つちや・ひろゆき）
監修

エコー画像とMRI、解剖写真を対比させながら、膝関節周囲の複雑な構造を分か
りやすく解説。エコーガイド下注射療法、ハイドロリリース手技等も収録。Web 動
画が見られるQRコード、袋とじ電子版のシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 15,730円 + 税
同時アクセス3 23,595円 + 税
分類◎494.77 件名◎膝－疾患 ナヒ
185p
冊子版 978-4-7849-4870-3 2020.01
DL不可

*1031434068*
シーティング技術のすべて

医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
豊富なイラストと症例写真で、シーティングの臨床実践をわかりやすく学べるテキスト。 ■シ 261p
運動学・生理学、評価、車椅子の操作やアセスメントなどの基礎知識を説明した 冊子版 978-4-263-26616-8 2020.03
木之瀬隆
（きのせ・たかし）
編
医歯薬出版

森田智之
（もりた・ともゆき）
編

上で、目的・疾患・環境別に具体的な技術や対応を詳説する。

*1032295330*
ナイスバルク! 急性期のリハビリテーションと栄養療法
筋トレのエビデンスから考える

医学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
ナナ 263p
ICU 在室中に生じる急性のびまん性筋力低下 ICU-AW 対策のための早期リハビリ 冊子版 978-4-7653-1819-8 2020.03
中村謙介
（なかむら・けんすけ）
著
金芳堂

テーションの重要性に注目が集まっている。筋肉をバルクアップする、最新の科学
的なエビデンスのあるトレーニング法と栄養理論を紹介する。

リハに役立つ治療薬の知識とリスク管理

*1031616225*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
セラピストに向けて、リハビリテーションにかかわる合併症や、リハビリテーション ■リ 255p
の阻害因子となるもの、またその影響に重点をおいて薬剤の知識を解説。具体的 冊子版 978-4-7581-0243-8 2019.09
宮越浩一
（みやこし・こういち）
編
羊土社

な考え方と対応方法を示したケーススタディも掲載する。

*1031137176*
リハビリテーション医学・医療用語集 第8版

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ R494.78 件名◎リハビリテーショ
リハビリテーション医療や介護におけるリハビリテーションマネジメントに関わるすべ ン－用語集 ■リ 434p
ての人に役立つ用語集。和語8358語、欧語8275語を収載し、ひらがな表記（読 冊子版 978-4-8306-2740-8 2019.06
日本リハビリテーション医学会編
文光堂

みがな）を加える。

*1031350454*
リハビリテーション栄養ポケットマニュアル

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
リハビリテーション栄養の基礎知識から臨床での適切な栄養介入まで、幅広い内 ワリ 331p
容を網羅したポケットマニュアル。セッティング別、疾患・障害別のリハビリテーショ 冊子版 978-4-263-26573-4 2018.10
若林秀隆
（わかばやし・ひでたか）
編著 日本リハビリテーション栄養学会監修
医歯薬出版

ン栄養についても詳しく解説する。

*1030884476*
84

リハビリテーション効果を最大限に引き出すコツ
応用行動分析で運動療法とADL 訓練は変わる 第3版

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
山崎裕司
（やまさき・ひろし）
編集 山本淳一
（やまもと・じゅんいち）
編集
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
三輪書店
■リ 281p
運動療法や日常生活動作（ADL）訓練の効果は行動分析的視点を加えることによっ 冊子版 978-4-89590-663-0 2019.06

て最大限に引き出される。対象者に適切な行動を学習させ、適切な行動を生じさせ、
それを維持させるための具体的方法を解説する。

急性期のリハビリテーション医学・医療テキスト
日本リハビリテーション医学教育推進機構監修 日本急性期リハビリテーション医学会監修
金芳堂

急性期のリハビリテーション医学・医療を正しく理解し修得するためのテキスト。理
論を解説するとともに、診療の実際と治療の実践例を写真を交えてわかりやすく紹
介する。

*1031959595*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
■キ 192p
冊子版 978-4-7653-1795-5 2020.02

*1031616221*
熊リハ発 !エビデンスがわかる! つくれる! 超実践リハ栄養ケー
スファイル

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
吉村芳弘
（よしむら・よしひろ）
編著 嶋津さゆり
（しまず・さゆり）
著
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
金芳堂
ヨク 317p
サルコペニア・低栄養患者に対して行われるリハ栄養の先駆者である、熊本リハ 冊子版 978-4-7653-1798-6 2019.12

ビリテーション病院に勤務する医師らが、リハ栄養の最新知見や実践について解説。
臨床の疑問や、エビデンスを創る実践的な内容を語った対談も収録。

修了事例から学ぶ主体性をひきだす訪問理学・作業療法

*1031434083*
医学

同時アクセス1 7,744円 + 税
同時アクセス3 11,616円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
「障害があるから何もできない」から「障害があってもできることがある」という考え ■シ 258p
に転換する方向づけとは。障害のある人が主体的に考え、行動するための支援の 冊子版 978-4-7849-6198-6 2019.11
中島鈴美
（なかしま・すずみ）
著
日本医事新報社

大島豊
（おおしま・ゆたか）
著

あり方を、訪問療法が修了した事例から考察する。

DL不可

*1031340580*
歩行のニューロリハビリテーション

歩行再獲得のための理論と臨床

第2版

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
ナホ 181p
歩行機能の再獲得をめざしたニューロリハビリテーションの理論的基盤である、中 冊子版 978-4-7644-0073-3 2019.10
中澤公孝
（なかざわ・きみたか）
著
杏林書院

枢神経の可塑性とヒトの直立二足歩行に関する神経科学の最新知見をまとめた理
論書。関連研究の進歩を受けて、新たな内容を書き加えた第2版。

臨床のなかの対話力 リハビリテーションのことばをさがす

*1031843641*
医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
ことばが重要な役割を演じるリハビリテーション治療の現場感覚を、心理学者、セ ■リ 177,5p
ラピスト、詩人の対話による「学術と臨床のコラボレーション」で描く。人間に備 冊子版 978-4-7639-1085-1 2019.01
佐藤公治
（さとう・きみはる）
著
協同医書出版社

本田慎一郎
（ほんだ・しんいちろう）
著

わる「対話によって成長し、創造し、生きていく力」が理解できる。

*1030814202*
美容外科手術受ける前に絶対読む本

セイケイしようかな～…と思ったら
保阪善昭
（ほさか・よしあき）
著
法研

美容外科手術を受けたいと思っている人へ、自分の考えをまとめるポイントや、医
療機関のチェックポイントを紹介し、手術の一般的な方法、基礎知識をイラストを
交えて解説する。『へるすあっぷ21』連載を改稿・再編。

医学
同時アクセス1 1,430円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎494.79 件名◎美容外科 ホビ
191p
冊子版 978-4-86513-662-3 2020.01
EPUB

*1031986338*
85

Qスイッチルビーレーザー治療入門 ―美容皮膚科医・形成
外科医のために―
葛西 健一郎
文光堂

Qスイッチルビーレーザーで，どのような皮膚疾患が，どのぐらいきれいになるのか？
照射手順は？ 患者さんへの説明は？ 本書は，老人性色素班，後天性真皮メラノ
サイトーシス，そばかす，黒子，太田母班，刺青など，Qスイッチルビーレーザーで
治療可能な「シミ」について，豊富な症例で丁寧に解説する入門書．

THE PSORIASIS 2019 ROUND TABLE DISCUSSION 全

身性炎症疾患としての乾癬とその治療
森田明理
（もりた・あきみち）
監修
メディカルレビュー社

乾癬の知識のアップデートに最適なテキスト。乾癬治療の第一線で活躍する4人
が乾癬治療の現状と今後の展望について語り合った座談会や、アディポサイトカイ
ンからみた乾癬の病態の考察とそれをまとめたイラストなどを収録。

あらゆる診療科で役立つアトピー性皮膚炎アトラス

典型疹から間違えやすい皮疹まで243点の症例写真で「これってアト
ピー? 」に答える!
出来尾格
（できお・いたる）
著
羊土社

アトピー性皮膚炎に典型的な皮疹、合併しやすい皮膚疾患、アトピー性皮膚炎と
間違えやすい皮疹など、243点の症例写真を掲載。皮疹の表現や病態との関連、
診察のポイントなどを解説する。

エビデンスに基づくQ＆Aでわかる皮膚感染症治療
宮地良樹
（みやち・よしき）
編集
中山書店

渡辺大輔
（わたなべ・だいすけ）
編集

皮膚感染症に絞ってエビデンスに基づいた診断から治療方法までを完全網羅。
細菌、真菌、ウイルス、抗酸菌など、皮膚感染症における疑問を「Q＆A」方式
で解決する。

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-2622-7

2008

*1031350446*
医学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎494.8 件名◎乾癬 ■ザ 29p
冊子版 978-4-7792-2352-5 2019.12

*1032418950*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎494.8 件名◎アトピー性皮膚炎 デ
ア 221p
冊子版 978-4-7581-1874-3 2020.04

*1031873858*
医学
同時アクセス1 19,360円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎ 件名◎皮膚病 ■エ 369p
冊子版 978-4-521-74831-3 2020.07

*1032310422*
かつてないほどハードルが低いマンガでわかる皮膚科学
吉木竜太郎
（よしき・りゅうたろう）
著
金芳堂

皮膚って何をしてるの ? “ 傷 ”はどのように治っていくの ? 皮膚科の医師が、自身が描
くマンガと共に皮膚科学をわかりやすく解説。皮膚の構造・機能や、皮膚科疾患
とその治療法の基本的な事柄を理解することができる。

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 ヨカ
107p
冊子版 978-4-7653-1820-4 2020.03

*1031670326*
クイズ de 皮膚科学
梅林芳弘
（うめばやし・よしひろ）
著
金芳堂

医学
原田和俊
（はらだ・かずとし）
著

クイズで「皮膚科学」を学べる本。皮膚科学の領域全般を網羅した全200問を、
専門医試験と同じ選択問題形式で出題。それぞれに解説と問題の難易度も付す。
皮膚科専門医試験対策に最適な一冊。

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎皮膚科学 ウク 250p
冊子版 978-4-7653-1838-9 2020.08

*1032310409*
メラノーマ・母斑の診断アトラス 臨床・ダーモスコピー・病理組織

医学

同時アクセス1 35,200円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚癌 サメ 375p
臨床・ダーモスコピー・病理組織の写真を数多く掲載し、
メラノーマ・母斑の基礎知識、 冊子版 978-4-8306-3460-4 2014.11
斎田俊明
（さいだ・としあき）
著
文光堂

診断の仕方を分りやすく解説。随所で最新知見や問題点を説明し、診断演習や症
例検討会なども収録する。

*1031254975*
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乾癬・掌蹠膿疱症 皮膚科 ベストセレクション
山本俊幸
（やまもと・としゆき）
編集
中山書店

乾癬に加え、類縁疾患や掌蹠膿疱症も取り上げ、多角的な視点からそれぞれの項
目での最新の知見を紹介。診療や論文を読み解く際に参考となる評価法や QOL
の尺度、コラムなども収録する。巻頭には症例写真を掲載。

医学
同時アクセス1 31,460円 + 税
同時アクセス3 47,190円 + 税
分類◎ 件名◎乾癬 ■カ 19,432p
冊子版 978-4-521-74861-0 2020.09

*1032433803*
見てわかる皮膚疾患 診察室におきたいアトラス
川田暁
（かわだ・あきら）
著
中外医学社

佐藤貴浩
（さとう・たかひろ）
著

重要で頻度の高い疾患から稀な疾患まで、現場で見る皮膚疾患を網羅。典型的
で質の良い臨床写真を提示し、病因と症状をわかりやすく解説する。鑑別診断・
最新の治療方法・注意点も紹介。

医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 ■ミ 301p
冊子版 978-4-498-06370-9 2019.12

*1031434087*
困ったときに役立つ STEP UP 乾癬診療

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎494.8 件名◎乾癬 ■コ 161p
乾癬の基礎知識から、外用療法、内服療法といったさまざまな治療法、医療費まで、 冊子版 978-4-7792-2269-6 2019.09

小宮根真弓
（こみね・まゆみ）
編著
メディカルレビュー社

多田弥生
（ただ・やよい）
編著

乾癬診療について、写真や図表を多用し、オールカラーでわかりやすく解説する。
治療に手こずる難治例、患者によく聞かれる質問なども紹介。

*1031843695*
最新キーワードで読み解くALL About 皮膚科学
宮地良樹
（みやち・よしき）
編集
メディカルレビュー社

臨床皮膚科学におけるホットトピックと思われる100超のキーワードを厳選。各領域
の第一人者が、キーワードとその臨床的意義を簡潔に記載するとともに、日常診療
における意味と活用についてわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 ■サ
227p
冊子版 978-4-7792-2235-1 2019.06

*1031460104*
新しい薬疹 薬剤による皮膚有害事象の新タイプ

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 ■ア 178p
近年、多様な薬剤が登場し、従来にはなかった新しいタイプの薬疹が報告されて 冊子版 978-4-8306-3471-0 2019.11
戸倉新樹
（とくら・よしき）
編集
文光堂

いる。現在日常的にみられる、薬剤による皮膚有害事象をまとめ、発生機序、症状、
対処法について詳細に解説する。臨床写真もふんだんに掲載。

*1031828314*
炭酸ガスレ－ザ－治療入門 ―美容皮膚科医・形成外科
医のために―
葛西健一郎
文光堂

炭酸ガスレーザーで治療できる皮膚疾患（黒子，脂漏性角化症，老人性色素斑，
スキンタッグ，ニキビアト…など）とその方法について，基本から丁寧に解説した．
写真が豊富でわかりやすく，初めて炭酸ガスレーザー治療に取り組む形成外科医，
美容皮膚科医に最適の1冊である．

難治性皮膚疾患の治療テクニック
河合修三
（かわい・しゅうぞう）
著
中外医学社

アトピー性皮膚炎、痒疹、足白癬など123の難治性皮膚疾患を取り上げ、達人の
治療法を伝授。発症機序・治療方針の図版、症例経過画像のデジタルデータの
アクセスキー付き。

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-2620-3

2008

*1031350445*
医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 カナ 197p
冊子版 978-4-498-06372-3 2019.11

*1031434088*
87

皮膚科トラブル 対応テキスト
出光俊郎
（でみつ・としお）
編
文光堂

皮膚科専門医でも手こずるトラブルへの対応について解説した実践書。診断や治
療のトラブルをはじめ、合併症や思いがけない事態の発生などを取り上げ、トラブ
ルの原因、対応、予防・回避策、トラブル後のフォローを示す。

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 ■ヒ
228p
冊子版 978-4-8306-3468-0 2019.05

*1031132309*
皮膚疾患超音波アトラス

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 サヒ 261p
表皮真皮の疾患に対してより高分解能のある22MHz の高周波超音波検査プロー 冊子版 978-4-8306-3470-3 2019.06
沢田泰之
（さわだ・やすゆき）
著
文光堂

ベを使用したアトラス。皮下腫瘍、皮膚腫瘍、炎症性疾患などについて、臨床写
真、超音波検査、病理組織が同一の症例、同一の断面で比較できる。

*1031254971*
皮膚病アトラス 第5版
西山 茂夫
文光堂

皮膚科学教科書として定評のある西山皮膚病アトラスが大幅改訂．本書では総論
「発疹のみかた」で1つ1つの発疹の特徴をつかみ，その上で各論に進んで，非常
に臨床に即した力をつけることができる．今回の改訂では，新しい皮膚疾患や全身
疾患関連の皮膚症状（デルマドローム）を追加．また新たに口腔粘膜，舌の疾患
の項を設けた．

皮膚病理のすべて 1 基礎知識とパターン分類
真鍋俊明
（まなべ・としあき）
編集
文光堂

安齋眞一
（あんさい・しんいち）
編集

皮膚の病理組織像をみるための基本的な知識から、パターン分類で診断に迫る理
論までを具体的かつ明確に解説。従来の皮膚病理教科書の絵合わせ診断ではな
く、診断に到達するためのパターン認識の考え方が基本から学べる。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-3445-1

2004

*1031418077*
医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 ■ヒ 453p
冊子版 978-4-8306-3469-7 2019.06

*1031254972*
美容皮膚科はじめの一歩 生粋の皮膚科医によるまじめな美容皮膚科
川端康浩
（かわばた・やすひろ）
編・著
文光堂

生粋の皮膚科医が、美容皮膚科をはじめるにあたっての心構え、準備・手続き、
研鑽方法などを紹介。また、ケミカルピーリングといった、美容皮膚科各論の基礎
的理論と基本手技、トラブルの解決方法等を解説する。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 カビ
265p
冊子版 978-4-8306-3467-3 2019.04

*1031132302*
世界一やさしい ! 尿路結石の本
Evan R.Goldfischer 著
中外医学社

柴垣有吾
（しばがき・ゆうご）
監修

腎尿路結石の診療に携わってきた経験豊かな著者が、自ら尿路結石を患った経験
を元に医師と患者の両目線で書いた、尿路結石の攻略本。診療から治療・ケア,
予防方法までを網羅し、明快にわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎ 件名◎尿結石 ゴセ 182p
冊子版 978-4-498-22452-0 2020.06

*1031983481*
CKD・AKI 診療ガイドラインの内側と外側

こんなときどう考える? どうする?
成田一衛
（なりた・いちえい）
編著
日本医事新報社

診療ガイドラインに取り入れられたエビデンスをいかに実臨床に活かすのか。
CKDとAKIを題材として、専門医がどのように考え、診療しているのかを症例を交
えて解説する。電子版が閲覧できる袋綴じシリアルナンバー付き。
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医学
同時アクセス1 14,036円 + 税
同時アクセス3 21,054円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 ナシ
304p
冊子版 978-4-7849-5769-9 2020.03
DL不可

*1031616238*

CKD 教育入院テキスト
冨永直人
（とみなが・なおと）
監修
中外医学社

医学

今野雄介
（こんの・ゆうすけ）
監修

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士など各職種に必要な、CKD（慢
性腎臓病）に関する知識をまとめたマニュアル。わかりやすい言葉とレイアウトで、
患者への説明時にも役立つ。

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 ■シ
86p
冊子版 978-4-498-22454-4 2020.03

*1031616233*
IgA 腎症の病態と治療

医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 ■ア
わが国に高頻度に認められる指定難病であるIgA 腎症。その基礎と臨床から疫学・ 317p
症候・検査、病態生理、病理、鑑別診断、治療・生活管理までを、第一線で活 冊子版 978-4-498-22446-9 2019.11
富野康日己
（とみの・やすひこ）
監修
中外医学社

川村哲也
（かわむら・てつや）
編集

躍するエキスパートたちが解説する。

*1031340577*
IgA 腎症を診る 改訂2版
富野康日己
（とみの・やすひこ）
著
中外医学社

IgA 腎症の定義や疫学から、病理組織学的分類、処方例、寛解基準まで、IgA
腎症のエキスパートが、病態の解明をふまえた診療の考えかた、進めかたを解説
する。IgA 腎症を取り巻く状況の変化を踏まえて刷新した改訂2版。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 トア 129p
冊子版 978-4-498-22417-9 2020.08

*1032310419*
VAは透析室で守る! 透析スタッフによるエコーを用いたVA 管理
延命寺俊哉
（えんめいじ・としや）
著
医歯薬出版

人見泰正
（ひとみ・やすまさ）
編著

透析スタッフが、超音波を用いたVA 管理の根幹を理解できるよう、VA の利便性
と有用性、超音波走査の難しさ、VAを管理するうえで必要な知識と技術を、ストー
リー漫画で解説する。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎494.93 件名◎透析 エバ 137p
冊子版 978-4-263-22285-0 2018.05

*1030884482*
Year Book of RCC 2019

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓癌 ■イ 127p
転移性 RCCに対する原発巣摘除（CN）の歴史的変遷を解説し、CNを「行うべき」 冊子版 978-4-7792-2292-4 2019.12

冨田善彦
（とみた・よしひこ）
編集
メディカルレビュー社

金山博臣
（かなやま・ひろおみ）
編集

「慎重であるべき」で誌上ディベートを展開する。チロシンキナーゼ阻害薬につい
ての総括とレンバチニブに関しても取り上げる。

*1032418949*
ここが知りたい ! 腎臓病診療 ハンドブック

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 シコ
各事項のエキスパートが、主に腎臓病診療を専門としない医師や研修医に向けて、 379p
症例を踏まえ、主要な疾患・病態の基本から、最新のガイドラインを踏まえた臨床 冊子版 978-4-498-22456-8 2020.04
清水英樹
（しみず・ひでき）
編著
中外医学社

ノウハウまでわかりやすく解説。次世代の腎臓病診療も取り上げる。

*1031670349*
ジョーシキ! 腎病理診断エッセンシャル

〈城式 common sense〉
城謙輔
（じょう・けんすけ）
著
南山堂

原重雄
（はら・しげお）
著

正しい腎病理診断に導くための体系的な基礎知識を提供。豊富な知識と経験に基
づき、腎病理を見るときにどのような思考で読み進めるかを、フローチャートと著者ら
の解説・考察でわかりやすく記述する。

医学
同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 ジジ 350p
冊子版 978-4-525-25801-6 2020.08

*1032356284*
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プロフェッショナル 腎臓病学

Nephrology：Text for Professional

南学正臣
（なんがく・まさおみ）
編著
中外医学社

近年急速に変化する腎臓病学の体系的理解が深まる一冊。腎臓の構造、生理、
検査から、電解質の基礎、疾患ごとの診療、最新の動向まで網羅し、COVID-19
の腎障害についても解説する。

もう困らない外来・病棟での腎臓のみかた
杉本俊郎
（すぎもと・としろう）
著
中外医学社

浮腫をきたした症例への対応、高齢者 CKD 症例への安全な薬剤投与、入院症例
における尿量異常など、臨床現場で遭遇する腎臓の問題点をQ＆A 形式で解説。
腎生理の知識が役立つ臨床の事例なども紹介する。

医学
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 ナプ 619p
冊子版 978-4-498-22462-9 2020.09

*1032310420*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 スモ 225p
冊子版 978-4-498-22458-2 2020.05

*1031814529*
患者さんとご家族のための多発性囊胞腎〈PKD〉療養ガイ
ド 2019
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（ 難治性疾患政策研究事業 ）難
治性腎障害に関する調査研究班 PKD-WG 編集 患者さんとご家族のための多発性囊胞腎
（PKD）
療養ガイド編集委員会編集

ライフサイエンス出版
多発性囊胞腎（PKD）の患者とその家族に向けた療養ガイド。

若手医師のための透析診療のコツ

透析患者を受け持ったら、ズバリこう診る・管理する!
〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
加藤明彦
（かとう・あきひこ）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

透析治療や透析生活の基礎知識、透析患者について知っておくべき知識のほか、
実際に管理していく上で遭遇する悩みへの対処法、頻度の高い合併症の管理を説
明する。メモ欄あり。

腎臓リハビリテーション RENAL REHABILITATION 第2版

医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎494.93 件名◎囊胞腎 ■カ
138p
冊子版 978-4-89775-390-4 2019.07

*1031357350*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎494.93 件名◎透析 ■ワ
10,225p
冊子版 978-4-8306-8144-8 2011.09

*1031959567*
医学

同時アクセス1 32,340円 + 税
同時アクセス3 64,680円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 コジ
腎臓機能障害の知識と腎臓リハビリの具体的な進め方を紹介。脳卒中、心疾患、 541p
運動器疾患など、重複障害を有する腎臓機能障害患者に対するリハビリの実際も 冊子版 978-4-263-26575-8 2018.10
上月正博
（こうずき・まさひろ）
編著
医歯薬出版

解説する。ガイドラインや診療報酬の最新知識を盛り込んだ第2版。

*1030884494*
絶対成功する腎不全・PD 診療 TRC

治療を通じて人生を形作る医療とは 第2版
石橋由孝
（いしばし・よしたか）
監修・編著
中外医学社

上條由佳
（かみじょう・ゆか）
編著

慢性腎不全患者の長期生存が現実となったいま、医療者はいかにして患者の QOL
を高めるための支援を行うべきか。人文知や精神医学・神経科学の知見を導入し、
腎不全患者の精神心理・社会生活面を含めた診療の視点を記述する。

透析患者の検査値ポケットブック 患者指導にすぐ使える
改訂2版

友雅司
（とも・ただし）
編著
メディカ出版

透析患者の日常診療に活用できるよう、透析診療に重要な項目の標準値をコンパク
トにまとめる。ヘモグロビン/ ヘマトクリット、尿酸、血糖など34項目を取り上げ、
異常値と原因、治療方針、患者指導のポイントなども示す。
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医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.93 件名◎腹膜透析 ■ゼ
217p
冊子版 978-4-498-22429-2 2019.11

*1031274466*
医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎ 件名◎透析 トト 197p
冊子版 978-4-8404-7244-9 2020.07

*1031983472*

透析患者の食事管理 Q＆A100

キホンがわかる! 患者・ナースのギモンが解決する!
北島幸枝
（きたじま・ゆきえ）
編著
メディカ出版

なぜ食事管理が必要なの ? 透析患者にお勧めの肉は ? 看護師と透析患者が一緒
に食事管理の基本を学び、不安や疑問が解消できるよう、Q＆A 形式で解説する。
透析食レシピ・指導ツールがダウンロードできるパスワード付き。

一般社団法人日本排尿機能学会標準用語集
日本排尿機能学会用語委員会編集
中外医学社

下部尿路機能およびその障害に関する標準用語集。症状、徴候、検査、診断、
治療、小児の領域に分けて、下部尿路機能障害の診療、研究に携わる専門家の
ために共通言語を提供する。

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 キト
271p
冊子版 978-4-8404-6706-3 2019.12

*1031340586*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ 件名◎排尿障害－辞典 ■イ 47p
冊子版 978-4-498-06434-8 2020.05

*1031814527*
産婦人科研修ポケットガイド
柴田綾子
（しばた・あやこ）
著
金芳堂

重見大介
（しげみ・だいすけ）
著

豊富なイラストや図表を掲載し、最新の参考論文、役立つ Web サイト等も多数紹
介。産婦人科研修期間中に必要な知識と手技を完全網羅した、指導医にも臨床
実習に臨む学生にも役立つポケットガイド。

医学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 シサ 443p
冊子版 978-4-7653-1829-7 2020.04

*1031873865*
産科婦人科臨床 series collection Science and Practice
6

女性 ヘルスケア

藤井知行
（ふじい・ともゆき）
総編集
中山書店

産科婦人科の基礎と臨床を体系的に学ぶシリーズ。第6巻は、女性 ヘルスケアの
概論、初期診断、特異的な疾患と対応、関連する課題と対応、乳腺疾患、遺伝
性疾患について解説する。

産科婦人科臨床 series collection Science and Practice
2

医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎495.08 件名◎産婦人科学 ■サ
374p
冊子版 978-4-521-74766-8 2019.10

*1031137189*
医学

妊娠期の正常と異常

同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
藤井知行
（ふじい・ともゆき）
総編集
分類◎495.08 件名◎産婦人科学 ■サ
中山書店
383p
産科婦人科の基礎と臨床を体系的に学ぶシリーズ。第2巻は、妊娠の生理と栄養、 冊子版 978-4-521-74762-0 2020.04

妊娠初期・中期・後期の異常とその管理、胎児診断、胎児・胎児付属物の異常
とその管理、出生前診断と遺伝カウンセリングについて解説する。

産科婦人科臨床 series collection Science and Practice
5

悪性腫瘍

藤井知行
（ふじい・ともゆき）
総編集
中山書店

多種多様な腫瘍の組織分類・進行期分類・遺伝子解析をふまえた診断・治療方
針を主軸に、妊娠中の患者への根治療法から将来妊娠・出産を希望する患者へ
の妊孕性温存療法まで、婦人科腫瘍学の基礎研究に基づく個別化治療を示す。

ここまで診れる! 外来での婦人科超音波
診断プロセスが身につく76症例

馬場一憲
（ばば・かずのり）
著
文光堂

婦人科超音波検査で得た画像から何を考え、何を確認するのか、診断までのコツ
と考え方を解説した症例集。外来で、自分で検査して、診断に至るプロセスが身
につく76症例を紹介する。

*1031670355*
医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 ■サ 347p
冊子版 978-4-521-74765-1 2020.07

*1032310423*
医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 バコ 14,189p
冊子版 978-4-8306-3125-2 2020.04

*1032383738*
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エキスパートによる生殖領域の外科的手法
生殖内視鏡と不妊治療のコツ

柴原浩章
（しばはら・ひろあき）
編著
中外医学社

身体的のみならず精神的な苦痛も大きい、生殖領域における内視鏡下手術や侵襲
的検査。患者満足度とQOLをアップする、経験豊富なエキスパートの手技とコツ
を満載したバイブル書。

動画で学ぶ ! 婦人科腹腔鏡手術トレーニング
手術経験数より大事なトレーニング法を知る

磯部真倫
（いそべ・まさのり）
編著
中外医学社

ボックストレーニング、SNSを使った遠隔トレーニングなど、婦人科腹腔鏡手術手
技をスキルアップするためのメソッドをWeb 動画付きでわかりやすく伝授。環境整備、
解剖など術前の準備や指導のポイントも解説する。

一冊でわかる婦人科腫瘍の画像診断 JSAWI 発

医学
同時アクセス1 41,250円 + 税
同時アクセス3 82,500円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 シエ 335p
冊子版 978-4-498-16002-6 2020.04

*1031814524*
医学
同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 58,080円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 イド 236p
冊子版 978-4-498-16004-0 2020.05

*1031814526*
医学

同時アクセス1 18,040円 + 税
同時アクセス3 27,060円 + 税
分類◎495.4 件名◎婦人科疾患 ■イ
婦人科腫瘍の画像診断について、モダリティから組織診断までを解説。また、各 183p
種治療後の画像変化を踏まえ、代表的な腫瘍の初回診断と再発診断を並列して 冊子版 978-4-8306-3124-5 2019.09
片渕秀隆
（かたぶち・ひでたか）
編集
文光堂

楫靖
（かじ・やすし）
編集

説明するほか、ピットフォール、読影 サインが表す病態・疾患なども収録。

*1031418079*
子宮全摘出ロボット手術のキホン

補助アームを究めるda Vinci 手術
近藤英司
（こんどう・えいじ）
著
メディカ出版

実施が増加してきた婦人科疾患のロボット手術。子宮体癌に対する準広汎子宮全
摘術と、骨盤リンパ 節郭清について、動画を用いてわかりやすく解説する。手術
動画の DVDと、WEB 動画が視聴できるURL・ロック解除キー付き。

専門医が語る子宮とのつきあい方

生理痛や子宮の病気について理解を深めてすこやかにあなたらしい日々
を 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉
梶原健
（かじはら・たけし）
著
ライフサイエンス出版

三輪真唯子
（みわ・まいこ）
著

自身の子宮と向き合い、その病気や治療法についてしっかりと学ぼう。子宮の構造
や月経のしくみ、子宮の病気について網羅的に理解できるよう解説する。2018年5
月開催の埼玉医科大学市民公開講座の内容を再編集。

セカンドオピニオンから学ぶ乳がん診療
岩田広治
（いわた・ひろじ）
著
中外医学社

延べ1000人以上のセカンドオピニオンを引き受けた乳がん専門医は、どのように答
えてきたのか。診断から手術方針、術前・術後薬物療法の考え方、再発治療まで、
実際に受け取った紹介状と回答の例をポイントとともに示す。

医学
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 61,600円 + 税
分類◎495.43 件名◎子宮－疾患 コシ
144p
冊子版 978-4-8404-7231-9 2020.05

*1031983465*
医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎495.43 件名◎子宮－疾患 カセ
123p
冊子版 978-4-89775-397-3 2019.07

*1031357351*
医学
同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 イセ 137p
冊子版 978-4-498-06082-1 2015.07

*1031593953*
マンモグラフィによる乳がん検診の手引き
精度管理マニュアル

第7版

精度管理マニュアル 作成に関する委員会監修
日本医事新報社

大内憲明
（おおうち・のりあき）
編集

マンモグラフィによる乳がん検診の実施に当たっての指針、施設基準、検診方式、
撮影に関する精度管理の実際などを解説。「がん検診のあり方に関する検討会中
間報告書」も掲載。電子版のシリアルナンバーを記載した袋とじ付き。
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医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 ■マ 199p
冊子版 978-4-7849-4217-6 2020.02
DL不可

*1031533311*

乳がん病後のケアと食事 手術後・退院後の ベストパートナー

〈再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ〉
佐伯俊昭
（さえき・としあき）
監修
法研

乳がんの再発・悪化を防ぐ主食・主菜・副菜別のレシピ、化学療法中のレシピ、糖質・
脂質オフに役立つ食材などを紹介。
また、病気の知識と治療法、副作用への対処法、
再発を防ぐ生活、経済的支援の手続きなどについて解説する。

乳房超音波入門 動画で学ぶ厳選100症例

医学
同時アクセス1 1,540円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 ■ニ 159p
冊子版 978-4-86513-617-3 2020.03
EPUB

*1031986341*
医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳腺－疾患 ■ニ
乳房超音波検査のトレーニング本。正しい検査手技、鑑別診断の進め方を解説し、 189p
典型例から鑑別が難しい症例まで、様々な超音波所見のバリエーションを収録。 冊子版 978-4-7849-4885-7 2020.03

伊藤吾子
（いとう・あこ）
編
日本医事新報社

Web 動画用の QRコード、電子版用の袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031616235*
立体模型でよくわかる腋窩郭清ビジュアルテキスト
萬谷京子
（よろずや・きょうこ）
著
中外医学社

著者自身が長年の臨床の現場で乳腺外科専門医の立場で抱いた20の疑問を挙
げ、腋窩立体模型・術中写真を活用しながら解剖と手術操作を解説した、乳癌手
術のバイブル。血管・神経の見つけ方、温存法のコツなどにも言及する。

医学
同時アクセス1 11,132円 + 税
同時アクセス3 22,264円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 ヨリ 105p
冊子版 978-4-498-02258-4 2015.07

*1031593996*
女性泌尿器科疾患の治療とケア 骨盤臓器脱＆尿失禁

〈泌尿器 Care ＆ Cure Uro‐Lo 別冊〉
谷口珠実
（たにぐち・たまみ）
編著
メディカ出版

加藤久美子
（かとう・くみこ）
編著

骨盤底機能障害に関連した女性泌尿器科疾患の診断・治療について、図表を駆
使してわかりやすく解説。女性骨盤底の解剖・機能に関する基礎的事項、骨盤底
筋訓練、生活指導を含む行動療法やペッサリー治療なども取り上げる。

不妊症・不育症診療 その伝承とエビデンス

医学
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 24,200円 + 税
分類◎495.47 件名◎泌尿器病 ■ジ
207p
冊子版 978-4-8404-6910-4 2019.08

*1031434073*
医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎495.48 件名◎不妊症 シフ 780p
熟練の専門家のみが知っている、経験に裏付けられた知識や技術とは。不妊症・ 冊子版 978-4-498-16000-2 2019.11
柴原浩章
（しばはら・ひろあき）
編著
中外医学社

不育症診療のエキスパートが、ぜひ伝えたいと思うテーマを執筆。最新の EBMも
踏まえた、診療や治療・ケアの技術の英知が満載。

*1031340575*
最新産科学 The Latest Obstetrics 異常編 改訂第22版

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 アサ
異常妊娠や合併症妊娠から、産科の危機管理、異常分娩、異常産褥、異常新生児、 506p 図版31p
母子保健まで、最新の産科学を解説。放射能汚染と妊婦管理の知識について、 冊子版 978-4-8306-3121-4 2012.02
荒木勤
（あらき・つとむ）
著
文光堂

基礎と臨床から記述した改訂第22版。

*1031350450*
最新産科学
荒木 勤
文光堂

正常編 改訂第22版

初版発刊から版を重ねて60年になる産科教科書の決定版．前版から6年ぶりの改
訂．基準値等を最新に改めたほか，新ラマーズ法やソフロロジー法などについての
記載を追加．さらに，ES 細胞に関わる最新の知見など産科に関わるものが押さえて
おくべき内容を盛り込んだ．正常新生児に関わる図表は大幅に見直しを行い，差し
替えを行った．

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-3119-1

2008

*1031350447*
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産科エマージェンシー臨床推論 母体急変を見抜く
望月礼子
（もちずき・れいこ）
著
メディカ出版

橋井康二
（はしい・こうじ）
監修

いざというとき、妊産婦の訴えから早期診断へつなげるためには ? 症例を用いて産
科での臨床推論を訓練できる一冊。産科スタッフに必須知識である「母体安全へ
の提言」の学習にも使える。主訴別二次元鑑別リストカード付き。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 モサ
125p
冊子版 978-4-8404-7225-8 2020.05

*1031814533*
産科グリーンノート

医学

長谷川潤一
（はせがわ・じゅんいち）
編著
中外医学社

鈴木直
（すずき・なお）
編著

産科領域に特化し、健診で確認するべき事項や検査、母児に起こりうる異常、入
院での管理や分娩時の外科手術など、周産期の医療に携わる医師やスタッフに必
須の知識をコンパクトにまとめる。図表も豊富に掲載。

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 ■サ
464p
冊子版 978-4-498-06096-8 2019.11

*1031340576*
産科麻酔の疑問 Q＆A60

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 ■サ
麻酔科医のための産科麻酔入門書。妊婦の麻酔前評価、帝王切開術、無痛分娩、 227p
妊娠中の手術、産褥期の管理、産科救急など、知っておくべき産科麻酔に関する 冊子版 978-4-498-06098-2 2019.11
大嶽浩司
（おおたけ・ひろし）
監修
中外医学社

上嶋浩順
（うえしま・ひろのぶ）
編集

知識とノウハウをQ＆A 形式で紹介する。

*1031340573*
所見から探る産科超音波診断
馬場一憲
（ばば・かずのり）
編著
総合医学社

スクリーニングや妊婦健診中の超音波検査でみつかった所見から、「どのような疾
患を疑うか」「いかに正しい疾患名にたどり着くか」を、豊富な症例に基づき明確
に提示。見落としを防ぎ、思考プロセスを学べるアトラス。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 バシ 361p
冊子版 978-4-88378-698-5 2020.08

*1032352847*
妊産婦の保健指導トラの巻

助産師の指導・説明に役立つ回答・アドバイス集
成瀬勝彦
（なるせ・かつひこ）
編著
メディカ出版

妊娠初期から産褥期までの妊産婦の質問に対し、助産師の回答のポイント、エビ
デンスベースの解説、最新トピックスを掲載。保健指導の目的、時期と方法等も説明。
切り取って使える「新生児お悩み解決 Q＆Aミニブック」付き。

ママのための帝王切開の本

産前・産後のすべてがわかる安心ガイド

竹内正人
（たけうち・まさと）
編著
中央法規出版

細田恭子
（ほそだ・やすこ）
編著

帝王切開に関するあらゆる情報をママと家族の視点から網羅した本格的帝王切開
ガイド。帝王切開の基礎知識、手術にあたって準備すべきこと、出産・退院後の
からだとこころなどを解説し、ママから寄せられた質問にも回答します。

周産期遺伝カウンセリングマニュアル 改訂3版

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎妊産婦 ナニ 263p
冊子版 978-4-8404-6944-9 2020.07

*1031983471*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎495.52 件名◎帝王切開術 ■マ
273p
冊子版 978-4-8058-3865-5 2013.08
DL不可 EPUB

*1031869397*
医学

同時アクセス1 24,420円 + 税
同時アクセス3 48,840円 + 税
分類◎ 件名◎出生前診断 ■シ 216p
周産期医療の現場で遭遇することのある疾患について、実際の遺伝カウンセリン 冊子版 978-4-498-16006-4 2020.05
関沢明彦
（せきざわ・あきひこ）
編著
中外医学社

佐村修
（さむら・おさむ）
編著

グの場を想定して解説。高年妊娠の遺伝カウンセリング、染色体異常スクリーニ
ング法なども収録。取り外せる遺伝カウンセリング資料付き。

*1031814525*
94

正常がわかる胎児超音波検査
馬場一憲
（ばば・かずのり）
編集
文光堂

市塚清健
（いちずか・きよたけ）
編集

胎児形態異常スクリーニング検査の方法について解説し、異常所見や妊娠初期（10
～13週）と後期（28～31週）のスクリーニング法（レベル1）を紹介する。「超
音波胎児形態異常スクリーニング」の姉妹書。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎495.6 件名◎胎児 ■セ 94p
冊子版 978-4-8306-3747-6 2016.04

*1031853794*
胎児中枢神経の MRI 診断 正常脳と奇形画像アトラス

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎495.6 件名◎胎児 ウタ 9,138p
胎齢を追うごとに変化する正常胎児脳の MRI 所見を整理。その上で、代表的な 冊子版 978-4-7653-1822-8 2020.04
宇都宮英綱
（うつのみや・ひでつな）
著
金芳堂

脳奇形を症例ごとに、読影・診断に必要な基礎知識、遺伝的背景、MRI 診断の
ポイントに分けて概説する。

*1031670334*
超音波胎児形態異常スクリーニング

産婦人科医・助産師・臨床検査技師のために

馬場一憲
（ばば・かずのり）
編集
文光堂

市塚清健
（いちずか・きよたけ）
編集

胎児超音波検査を行う際に何を捜せばよいのかをスクリーニングのチェック項目とし
て示すとともに、それによって見つかる可能性のある形態異常の超音波像をまとめる。
「産婦人科研修の必修知識2013」準拠。

妊娠したら読んでおきたい出生前診断の本 出生前診断を“ 正

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎495.6 件名◎胎児 ■チ 135p
冊子版 978-4-8306-3744-5 2015.04

*1031853793*
医学

しく知る”ために 〈埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ〉

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
大竹明
（おおたけ・あきら）
著 亀井良政
（かめい・よしまさ）
著
分類◎495.6 件名◎出生前診断 ■ニ
ライフサイエンス出版
125p
産科医は、出生前診断・検査を通してどのように胎児と母親・家族を守っていこうと 冊子版 978-4-89775-377-5 2020.03

しているのか。出生前診断の基礎知識を解説し、実際のエピソードも紹介する。
2017年7月開催の公開講座をもとに書籍化。

目でみる妊娠と出産 〈Visual Series〉
馬場一憲
（ばば・かずのり）
編集
文光堂

「胎児・新生児」「母体」「分娩」の3部構成で産科領域の必要事項を網羅。わ
かりやすいイラストと臨床で使えるデータをふんだんに盛り込み、産科や新生児に
ついてわかりやすく解説する。

*1032282415*
医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎495.6 件名◎妊娠 ■メ 253p
冊子版 978-4-8306-3122-1 2013.09

*1032288290*
産婦人科必修母体急変時の初期対応

J-CIMELS 公認講習会 ベーシックコーステキスト 第3版

日本母体救命システム普及協議会編著
メディカ出版

京都産婦人科救急診療研究会編著

母体急変時の初期対応「京都プロトコール」 等を説明するほか、母体急変への
対応を設問を交えて解説する。全体的にアップデートした第3版。切り取れるカード、
シートをダウンロードできるロック解除キー付き。

眼科専門医への最短コース

眼科専門医認定試験問題集第23～30回
眼科専門医認定試験研究会編
総合医学社

大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
監修

日本眼科学会が毎年6月に実施する眼科専門医認定試験の全問題・解答・解説を、
第23回から昨年実施された最新第30回まで、年度ごとに掲載。

医学
同時アクセス1 16,368円 + 税
同時アクセス3 21,648円 + 税
分類◎ 件名◎出産 ■サ 355p
冊子版 978-4-8404-7188-6 2020.05

*1031814540*
医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎ S496 件名◎眼科学 ■ガ 530p
冊子版 978-4-88378-691-6 2019.10

*1031224165*
95

外眼部アトラス 〈眼疾患アトラスシリーズ 3〉
野田実香
（のだ・みか）
編集
総合医学社

渡辺彰英
（わたなべ・あきひで）
編集

眼科医の診断能力の向上に役立つアトラス。
「眼瞼」
「涙器」
「眼窩」
「斜視」
「眼
球運動異常領域」の疾患の外眼部写真・CT・MRI 等、必要な画像情報を網羅。
皮膚科・形成外科の貴重な症例写真も満載。

医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼科学 ■ガ 398p
冊子版 978-4-88378-687-9 2019.10

*1031224164*
眼科検査 LvUPエッセンス

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼－検査法 ヒガ
これから眼科検査を学ぶ若手眼科医や、視能訓練士などを対象として、エッセンス 151p
を効率よく学べるよう解説する。よく経験する疾患ごとに必要な検査を示し、検査を 冊子版 978-4-89590-689-0 2020.04
平塚義宗
（ひらつか・よしむね）
著
三輪書店

廣瀬祐子
（ひろせ・ゆうこ）
著

行うときの注意点・ポイントに焦点を当てた現場重視の実践書。

*1031959605*
眼科診療ビジュアルラーニング 4 水晶体と屈折
大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
シリーズ 総編集
集
中山書店

大橋裕一
（おおはし・ゆういち）
シリーズ 総編

眼科でよくあるコモンな疾患について、その分野の第一人者の診療の組み立て方
を写真を中心にまとめる。基礎と診断も図表で解説。4は、水晶体と屈折を取り上
げる。白内障手術を中心にした症例も掲載。

眼科診療ビジュアルラーニング 5 網膜 , 硝子体
大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
シリーズ 総編集
集
中山書店

大橋裕一
（おおはし・ゆういち）
シリーズ 総編

眼科でよくあるコモンな疾患について、その分野の第一人者の診療の組み立て方
を写真を中心にまとめる。基礎と診断も図表で解説。5は、網膜、硝子体を取り上
げる。血管性病変、網膜剝離などを中心にした症例も掲載。

眼科点眼薬 Note ジェネリックがわかる! 市販薬もわかる!
2020-2021年

加藤浩晃
（かとう・ひろあき）
著
メディカ出版

ジェネリック薬も含めた処方薬、市販薬を網羅した点眼薬のカタログ。商品写真と
投薬袋の色、投与量、投与方法、適応症状、薬効、副作用、保存方法、点眼
液の色などを掲載。色で探せる処方薬キャップカラーINDEXも収録。

後眼部アトラス 〈眼疾患アトラスシリーズ 2〉

医学
同時アクセス1 24,200円 + 税
同時アクセス3 36,300円 + 税
分類◎ 件名◎眼科学 ■ガ 283p
冊子版 978-4-521-74513-8 2020.05

*1031873844*
医学
同時アクセス1 26,620円 + 税
同時アクセス3 39,930円 + 税
分類◎ 件名◎眼科学 ■ガ 346p
冊子版 978-4-521-74514-5 2020.09

*1032433802*
医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎496.2 件名◎目薬 カガ 22,189p
冊子版 978-4-8404-7227-2 2020.05

*1031873854*
医学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼科学 ■コ 437p
眼科医の診断能力の向上に役立つアトラス。眼底写真や蛍光眼底造影をはじめと 冊子版 978-4-88378-686-2 2019.10
近藤峰生
（こんどう・みねお）
編集
総合医学社

辻川明孝
（つじかわ・あきたか）
編集

した、後眼部の各疾患の診断や病態の理解に必要な画像情報を豊富に掲載する。
診断のポイントとなる検査所見や鑑別が必要な疾患の一覧表も収録。

*1031224163*
前眼部アトラス 〈眼疾患アトラスシリーズ 1〉
大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
編集
総合医学社

外園千恵
（そとぞの・ちえ）
編集

眼科医の診断能力の向上に役立つアトラス。
「結膜」
「強膜」
「角膜」
「虹彩」
「隅
角」「前房」「水晶体」領域の疾患の眼底写真・造影写真・OCT・電気生理等、
必要な画像情報を掲載。基本的な所見から稀な疾患まで網羅する。

医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼科学 ■ゼ 477p
冊子版 978-4-88378-685-5 2020.04

*1031853802*
96

点眼薬の選び方 2版

医学

同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎496.2 件名◎目薬 イテ 160p
眼科治療の基本である点眼薬。患者によく聞かれる市販薬から、調剤が必要とな 冊子版 978-4-7849-6241-9 2020.02

石岡みさき
（いしおか・みさき）
著
日本医事新報社

るような処方薬までをカバーし、薬の特色や副作用、疾患の治療法などを解説する。
電子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533306*
「超入門」眼科手術基本術式51
WEB 動画とシェーマでまるごと理解

日下俊次
（くさか・しゅんじ）
監修
メディカ出版

改訂版

江口洋
（えぐち・ひろし）
編集

眼科手術全般について効率良く、短時間でその概要や要点を学べる入門書。眼
科手術を学ぶうえで押さえておきたい51の術式を、豊富な写真やシェーマを交えて
解説する。WEB 動画が見られるスクラッチ式のロック解除キー付き。

ぶどう膜炎診療のストラテジー 症例から学ぼう

医学
同時アクセス1 51,150円 + 税
同時アクセス3 67,650円 + 税
分類◎ 件名◎眼科学 ■チ 302p
冊子版 978-4-8404-7194-7 2020.08

*1032433801*
医学

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎ 件名◎ぶどう膜炎 ■ブ 288p
日常臨床におけるぶどう膜炎症例を通じて、エキスパートがどのように考え、対応し 冊子版 978-4-89590-690-6 2020.04
竹内大
（たけうち・まさる）
責任編集
三輪書店

毛塚剛司
（けずか・たけし）
編集

たかを経時的に示す。的確な診断を導く重要なポイント、エキスパートの思考の流
れを詳細に解説し、最適な治療法と具体的な処方例を提示。

*1031959606*
眼科スゴ技緑内障の診断・治療・手術

診療の基本から最新知識まで緑内障の「今」
がわかる!

医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎496.36 件名◎緑内障 ■ガ
230p
『眼科グラフィック』に掲載された緑内障に関する特集から、実臨床に使用できる「ス 冊子版 978-4-8404-7229-6 2020.05
中澤徹
（なかざわ・とおる）
監修
メディカ出版

ゴ 技」を選りすぐって紹介。診療の基本から最新知識まで、緑内障の「今」がわ
かる。WEB 動画が見られるスクラッチ式のロック解除キー付き。

視能訓練士国家試験合格ノート

「要点整理」
と
「問題演習」でらくらくマスター
小林義治
（こばやし・よしはる）
編集
文光堂

松岡久美子
（まつおか・くみこ）
編集

“ 最短コースで，とにかく国試に合格したい！” 本書は，そんなあなたを応援する強
い味方．日頃から学生に国試対策を伝授している執筆陣が，視能訓練士国試合格
に本当に必要なコツとポイントを教科書とは一味違うテイストで重点解説．国試本
番で使える知識を定着させる．豊富な図版は，読者が覚えやすいように工夫を凝らさ
れたものばかり．

ポイントマスター!ロービジョンケア外来ノート

*1031814535*
医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎視能訓練士 ■シ 164p
冊子版 978-4-8306-5605-7 2020.04

*1032383739*
医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎496.41 件名◎弱視 ■ポ 226p
本当に“ 使える”ロービジョンケアのノウハウだけを掲載したテキスト。長年実務を 冊子版 978-4-89590-654-8 2019.04

神戸アイセンター病院編
三輪書店

担当してきた著者がこれまでに蓄積してきた「現場の課題を乗り越えるTips」を紹
介する。サンキューカードつき。

*1031959592*
小児の近視 診断と治療

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎496.42 件名◎近視 ■シ 259p
小児の近視の疫学・定義・診断基準、視力・屈折検査の実際、眼鏡処方の方法、 冊子版 978-4-89590-673-9 2019.09

日本近視学会編集 日本小児眼科学会編集
三輪書店

近視進行抑制の治療法などを、写真や図表を交えてわかりやすく解説。Q＆Aも掲
載。

*1031959601*
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あたらしい耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

Textbook of Modern Otolaryngology‐Head ＆ Neck Surgery

香取幸夫
（かとり・ゆきお）
編集 日高浩史
（ひだか・ひろし）
編集
中山書店

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学のテキスト。耳科、鼻科、口腔・咽頭科、喉頭・気
管および頭頸部外科の各領域の基礎知識と、日常診療で遭遇する疾病の診断と
治療について、画像所見、臨床写真等を多用してわかりやすく解説する。

イラスト耳鼻咽喉科 第4版

〈Bunkodo Illustrated Basic Series〉
森満保
（もりみつ・たもつ）
著
文光堂

耳科学から鼻科学、口腔・咽頭科学、音声・言語学まで、耳鼻咽喉科領域全体
をカバーした解説書。各項目別にイラストと説明を見開き2ページでおさめる。臨床
における数々の新展開を反映させた第4版。

耳鼻咽喉科診療の進歩40のエッセンス

〈医学のあゆみ BOOKS〉
山岨達也
（やまそば・たつや）
編
医歯薬出版

専門医が知っておくべき、耳鼻咽喉科領域の最近の進歩をコンパクトに編集。難
聴の遺伝子検査、聴力温存型人工内耳（EAS）
、好酸球性副鼻腔炎の抗体療法、
頭頸部癌の免疫療法など、新しい診断・治療法を解説する。

構音訓練に役立つ音声表記・音素表記記号の使い方 ハン
ドブック
今村亜子
（いまむら・あこ）
著
協同医書出版社

構音訓練の記録を書くときの基本的な知識をまとめる。音声表記と音素表記の違い
などを解説した、臨床の現場での疑問に答えるQ＆Aをはじめ、実践的なレポート
の例や、臨床に役立つエピソードを収録する。

歯科医学英語ワークブック QRコードで動画が見られる! 第2版
藤田淳一
（ふじた・じゅんいち）
ほか著
金芳堂

岡隼人
（おか・はやと）
ほか著

1枚ずつ切り離せるミシン線入りの Answer Sheet 付き。

医学
同時アクセス1 21,780円 + 税
同時アクセス3 32,670円 + 税
分類◎ 件名◎耳鼻咽喉科学 ■ア 564p
冊子版 978-4-521-74787-3 2020.07
DL不可

*1031983462*
医学
同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎496.5 件名◎耳鼻咽喉科学 モイ
331p
冊子版 978-4-8306-3328-7 2012.03

*1031507087*
医学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎496.5 件名◎耳鼻咽喉科学 ■ジ
212p
冊子版 978-4-263-20679-9 2018.05

*1030884479*
医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎496.9 件名◎言語障害 イコ
137p
冊子版 978-4-7639-3051-4 2016.06

*1032383760*
医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎497.07 件名◎歯科学 ■シ 95p
冊子版 978-4-7653-1811-2 2020.03

*1031616222*
イラスト顎顔面解剖学

医学

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎497.1 件名◎口腔 ■イ 270p
ユニークで楽しいイラストによる解剖学テキストブック。要領よく顎顔面の解剖学を 冊子版 978-4-498-00040-7 2012.10
松村讓兒
（まつむら・じょうじ）
編著
中外医学社

島田和幸
（しまだ・かずゆき）
編著

学べるよう、特に歯科臨床への解剖学的知識に重点を置いて、1ページごとの読み
切りスタイルで解説する。

*1031593946*
歯根膜による再生治療 インプラントを考える前に

医学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎497.2 件名◎歯科学 シシ 194p
特別な手段や材料を利用せずとも、生態の組織である歯根膜のもつ自然治癒力を 冊子版 978-4-263-44295-1 2009.10
下地勲
（しもじ・いさお）
著
医歯薬出版

引き出すことによって、歯周組織の再生は可能である。歯根膜が臨床で果たす役
割や、治療の局面での歯根膜の活用などを、多くの症例とともに示す。

*1031460100*
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有病者はこう診る 歯科チェアサイドマニュアル
和田健
（わだ・たけし）
監著
医歯薬出版

岡田定
（おかだ・さだむ）
監修

全身疾患のある患者が開業歯科を受診した場合の対処法をまとめる。歯科の日常
診療で遭遇する全身疾患を取り上げ、各疾患ごとに問診のポイント、押さえておき
たい知識や歯科治療上の留意事項等を解説する。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎497.2 件名◎歯科学 ワユ 229p
冊子版 978-4-263-42222-9 2016.07

*1030884503*
Dr. 弘岡に訊く臨床的 ペリオ講座 1

歯科医師と歯科衛生士に必要なエビデンス
弘岡秀明
（ひろおか・ひであき）
著
医歯薬出版

中原達郎
（なかはら・たつろう）
著

歯周病に関する基礎知識から、歯周病に対する非外科的対応まで、“1つの疑問
に1つのエビデンスで答える”という形で解説する。臨床例やアドバイスも掲載。
『デ
ンタルハイジーン』の連載をもとに一部加筆し再編集し書籍化。

Dr. 弘岡に訊く臨床的 ペリオ講座 2

歯科医師と歯科衛生士に必要なエビデンス

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎497.26 件名◎歯周疾患 ■ド
134p
冊子版 978-4-263-46309-3 2010.06

*1030884506*
医学

同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎497.26 件名◎歯周疾患 ■ド
173p
歯周外科処置、歯周組織再生療法、歯周病患者におけるインプラント治療等に 冊子版 978-4-263-46312-3 2013.07
弘岡秀明
（ひろおか・ひであき）
著
医歯薬出版

中原達郎
（なかはら・たつろう）
著

ついて、症例を提示しながら治療方法選択のもととなる科学的エビデンスを詳説。
『デ
ンタルハイジーン』連載を書籍化。付属 DVDに手技の一部を収録。

顎口腔手術の麻酔科学 手術の特性からみた全身管理法
小谷順一郎
（こたに・じゅんいちろう）
著
医歯薬出版

中嶋正博
（なかじま・まさひろ）
執筆協力

顎口腔手術の麻酔・全身管理について写真やイラストで解説。歯科麻酔科医の
視点から顎口腔手術の全身麻酔において最も重要な上気道管理の基礎的事項を
軸に、臨床での手術ごとにその特性と麻酔・全身管理の関係を述べる。

*1030884507*
医学
同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ 件名◎口腔外科学 コガ 192p
冊子版 978-4-263-44577-8 2020.06

*1032295331*
歯の移植・再植 これから始めるために
下地勲
（しもじ・いさお）
編著
医歯薬出版

歯の移植・再植について、臨床の実際の記載に重点をおきながら、術式、術後管
理を視覚的、具体的にわかりやすく示す。容易な症例から難症例へと段階的に提
示し、類似、参考症例もすぐに探せるように構成。

医学
同時アクセス1 59,400円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎497.3 件名◎口腔外科学 シハ
253p
冊子版 978-4-263-44467-2 2016.04

*1031460101*
矯正歯科治療 この症例にこの装置 第2版

医学

同時アクセス1 62,700円 + 税
同時アクセス3 125,400円 + 税
分類◎497.6 件名◎歯科矯正学 ■キ
具体的な症例を提示し、症例分析、総合評価による診断の決定、治療目標の設定、 19,351p
治療方針・治療方法の策定、矯正装置の選択・調整方法についてビジュアルに 冊子版 978-4-263-44514-3 2017.12
後藤滋巳
（ごとう・しげみ）
編集代表
医歯薬出版

順序よく解説。20症例を入れ替えた第2版。

*1030884500*
矯正歯科治療のエビデンスサマリー
Greg J.Huang 原著
医歯薬出版

Stephen Richmond 原著

矯正歯科の治療法や装置について、最新で高いエビデンスレベルから、その是
非を明示する臨床ガイド。システマティックレビューによる厳選された56のサマリー
を掲載。EBM の歴史と基礎をコンパクトに学べる。

医学
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 85,800円 + 税
分類◎ 件名◎歯科矯正学 ■キ 235p
冊子版 978-4-263-44594-5 2020.07

*1032295332*
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HL7 FHIR 新しい医療情報標準

医学

同時アクセス1 27,720円 + 税
同時アクセス3 41,580円 + 税
分類◎ 件名◎医療－データ処理 ブエ
シンプルかつ効率的に情報共有を実現する次世代の医療情報標準規格として注目 303p
を集める「HL7 FHIR」の入門書。医療情報を扱うシステムの開発や導入を考え 冊子版 978-4-621-30491-4 2020.05
Mark L.Braunstein 著 日本医療情報学会監修
丸善出版

る際に役立つ。

DL不可

*1031927268*
おひとりさまでも最期まで在宅

平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア

第3版

中澤まゆみ
（なかざわ・まゆみ）
著
築地書館

最期まで自分らしく生き、自分らしく旅立つための在宅医療と在宅ケア。その上手な
利用の仕方を、徹底した取材と豊富な事例をもとに、本人と介護家族のニーズに
合わせてガイドする。ACPについて大幅に加筆した第3版。

デジタルヘルスケア 〈やさしく知りたい先端科学シリーズ 5〉

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎在宅医療 ナオ 239,31p
冊子版 978-4-8067-1600-6 2020.06

*1032279956*
医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎498 件名◎医療 ユデ 174p
健康管理や医療・介護の未来予想図はデジタル技術革新で劇的に変わる! アプリ 冊子版 978-4-422-40046-4 2020.02
遊間和子
（ゆうま・かずこ）
著
創元社

武藤正樹
（むとう・まさき）
監修

によるヘルスケアデータ管理や健康増進型保険、ICTを活用した遠隔治療、手
術や介護を支援するロボットなど、デジタルヘルスケアの実例を図解。

*1031553441*
ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 1 IP の基本と原則
藤井博之
（ふじい・ひろゆき）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP
（インタープロフェッショナル）」の教科書。IPを理解するうえで欠かすことのできな
い基本的な知識や原則を詳しく解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 2 教育現場で IPを実践し学ぶ
矢谷令子
（やたに・れいこ）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）」の教科書。各専門職の養成学校の教員に向け、学校
でIPEを推進し、学生へ連携を教授する方法を解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 3 はじめての IP
大嶋伸雄
（おおしま・のぶお）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）
」の教科書。学生や初学者に向け、IPや連携、チームといっ
た基本的な概念や、各専門職種の仕事内容を解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 4 臨床現場で IPを実践し学ぶ
藤井博之
（ふじい・ひろゆき）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）」の教科書。臨床現場で働く専門職の人に向け、周り
の専門職と一緒にIPを実践し学んでいく方法を解説する。

100

医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 95p
冊子版 978-4-7639-6029-0 2018.03

*1032383766*
医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 115p
冊子版 978-4-7639-6030-6 2018.03

*1032383767*
医学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 220p
冊子版 978-4-7639-6031-3 2018.03

*1032383768*
医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 111p
冊子版 978-4-7639-6032-0 2018.03

*1032383769*

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 5 地域における連携・協働事例集
吉浦輪
（よしうら・とおる）
著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）」の教科書。病院施設や地域における20の困難事例を
通して、専門職がどう対象者を理解し、協働するかを考える。

医療 AI の夜明け AIドクターが医者を超える日

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 153p
冊子版 978-4-7639-6033-7 2018.03

*1032383770*
医学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎498 件名◎医療－データ処理 オ
健康を守るのは、AI、それとも医師 ? 長年医療とAIを研究してきた医学博士が、 イ 240p
人工知能とはどんなものなのかを、ヒトの脳と対比させてやさしく解説。医療の世界 冊子版 978-4-274-22433-1 2019.12

岡田正彦
（おかだ・まさひこ）
著
オーム社

で進むAI の応用などについても説明する。

DL不可 EPUB

*1031533298*
医療情報を見る、医療情報から見る

エビデンスと向き合うための10のスキル
青島周一
（あおしま・しゅういち）
著
金芳堂

医療・健康情報を読み解くにあたり、文章表現や情報内容の論理的整合性にも着
目しよう。医療・健康情報の質を見極めるために必要な考え方を10のスキルとして
まとめる。『地域医療ジャーナル』連載を大幅に加筆修正。

外国人診療で困るコトバとおカネの問題

医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎498 件名◎医療 アイ 159p
冊子版 978-4-7653-1807-5 2020.01

*1031533326*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎498 件名◎医療 マガ 123p
外国人医療の場で起こる問題とその解決方法をまとめた一冊。日本語が全く話せな 冊子版 978-4-7581-1860-6 2019.10
増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
羊土社

い外国人の対応、通訳の準備・利用法、未収金対策、入院患者の緊急帰国支
援などについて、図表を交えつつ解説する。

*1031137179*
経済学を知らずに医療ができるか !?
医療従事者のための医療経済学入門

康永秀生
（やすなが・ひでお）
著
金芳堂

医療従事者が知っておくべき医療経済学の基礎知識を、短時間で理解できるよう解
説。高校の「政治・経済」レベルの経済学の基礎知識から、医療介護制度や
医療経済学の基礎知識、持続可能な医療システム構築までを取り上げる。

公衆衛生 〈New Simple Step〉

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎医療経済学 ヤケ 161p
冊子版 978-4-7653-1834-1 2020.08

*1032310406*
医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎公衆衛生 タコ 428p
保健医療論と公衆衛生各論をまとめた公衆衛生のテキスト。各項ごとに、イントロ 冊子版 978-4-88378-718-0 2020.09
高橋茂樹
（たかはし・しげき）
著
総合医学社

西基
（にし・もとい）
著

ダクション＆ガイダンス、確実に押さえておくべきポイント、医師国家試験で問われ
た事項等を示す。知っておくと便利な参考知識も掲載。

*1032352849*
公衆衛生マニュアル 2020
柳川洋
（やながわ・ひろし）
編集
南山堂

中村好一
（なかむら・よしかず）
編集

医学生が卒業するまでに習得すべき公衆衛生の内容をもらさず収録したテキスト。
公衆衛生行政、疫学、保健統計および社会福祉・社会保障制度論を学ぶための
参考書としても役立つ。

医学
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎498 件名◎公衆衛生 ■コ 274p
冊子版 978-4-525-18738-5 2020.04

*1031830197*
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公衆衛生学 3版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
柳川洋
（やながわ・ひろし）
編集
中外医学社

萱場一則
（かやば・かずのり）
編集

コメディカルの専門職を目指す学生に向けて、公衆衛生学の様々な課題を理解す
るために必要な基礎的な事項を解説したテキスト。地域保健と医療制度、国際保
健、疫学概論、生活習慣病対策などを取り上げる。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎498 件名◎公衆衛生 ■コ 301p
冊子版 978-4-498-07672-3 2014.04

*1031593968*
在宅医ココキン帖

医学

市橋亮一
（いちはし・りょういち）
編著
へるす出版

紅谷浩之
（べにや・ひろゆき）
編著

在宅医療を実践していくうえで求められる知識を「疾患×時系列」という形でコンパ
クトにまとめた“ 心得禁忌 =ココキン” 帖。デキる在宅医のアタマの中を見える化し、
患者紹介や緊急往診などその時々に必要な事柄を解説する。

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎498 件名◎在宅医療 ■ザ 223p
冊子版 978-4-89269-981-8 2019.07

*1032295313*
在宅医マニュアル 第2版

医学

同時アクセス1 19,470円 + 税
同時アクセス3 38,940円 + 税
分類◎498 件名◎在宅医療 ■ザ 785p
高齢者を対象にした在宅医療に従事する医師が現場で遭遇しうる様々なシチュエー 冊子版 978-4-263-73190-1 2019.05
中村琢弥
（なかむら・たくや）
編集代表
医歯薬出版

ションを想定し、具体的な対策方法や考え方をまとめた実践書。新たに30項目を追
加し、社会的課題の “ 在宅イベント編 ”を新設した第2版。

*1032295321*
在宅医療たんぽぽ先生の実践 ! 多職種連携

医学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎在宅医療 ナザ 157p
日本全国から注目の在宅医療クリニックで実践している多職種連携の取り組み、こ 冊子版 978-4-7653-1831-0 2020.06
永井康徳
（ながい・やすのり）
著
金芳堂

永吉裕子
（ながよし・ゆうこ）
企画・執筆協力

れまでの実例、ノウハウが詰まった一冊。方針の統一、情報の共有、食支援など、
連携を取るためのコツがわかる。

*1031873864*
在日外国人の健康支援と医療通訳 誰一人取り残さないために
李節子
（り・せつこ）
編著
杏林書院

在日外国人の健康支援に必要な基礎的知識を紹介し、支援における「言葉の壁」
への対応と医療通訳の活用方法を理解できる最良実践 モデルを掲載。在日外国
人に関する保健師助産師看護師国家試験の問題を解くためのカギも解説。

医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎498 件名◎医療 リザ 198p
冊子版 978-4-7644-0539-4 2018.09

*1031843647*
社会的弱者への診療と支援 格差社会アメリカでの臨床実践指針

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎医療 ■シ 384p
健康状況が悪化するととたんに生活が破綻する社会的弱者が傷病で苦しんでいる 冊子版 978-4-7653-1833-4 2020.05
Talmadge E.King 編集
金芳堂

Margaret B.Wheeler 編集

時に、医師や医療機関はどのような対処が可能か。アメリカの教科書を抄訳し、
効果的な診療やケアをエビデンスを添えて明らかにする。

*1031873867*
診療所で診るトラベルメディスン
大越裕文
（おおこし・ひろふみ）
編著
日本医事新報社

一般医によるトラベルメディスン（渡航医学）の実践に役立つ本。渡航に伴う健康
リスク、対策、渡航後の体調不良への対応から、疾患対策、注意点までを解説する。
電子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 11,374円 + 税
同時アクセス3 17,061円 + 税
分類◎498 件名◎旅行医学 オシ 278p
冊子版 978-4-7849-5760-6 2020.03
DL不可

*1031616236*
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身体活動・座位行動の科学 疫学・分子生物学から探る健康

医学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎498 件名◎公衆衛生 ■シ 257p
身体活動疫学を網羅した、生活習慣病・介護予防に必読の書。座位行動の生理・ 冊子版 978-4-7644-1176-0 2016.09
熊谷秋三
（くまがい・しゅうぞう）
編集
杏林書院

田中茂穂
（たなか・しげほ）
編集

分子生物学を詳説し、運動によるメンタルヘルスアップについて解説。日本人の
健康づくりに適した運動メニューも紹介する。

*1031843658*
地域医療と多職種連携

医学

同時アクセス1 15,620円 + 税
同時アクセス3 23,430円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 フチ 299p
多職種連携の促進 / 阻害要因は ? IPE（多職種教育）の効果は ? 個々の認識・ 冊子版 978-4-326-70110-0 2019.07
藤井博之
（ふじい・ひろゆき）
著
勁草書房

能力を超えて、集団の特性としての連携状況評価尺度を開発・検証し、農村と都
市の多職種連携の展開とその要因に迫る。

*1030990065*
開業医医療崩壊の危機と展望

これからの日本の医療を支える若き医師たちへ
京都府保険医協会著
かもがわ出版

新自由主義改革（= 構造改革）によって進む国民皆保険の空洞化。開業医の歴
史的役割を明らかにし、医療危機打開の道を若い医師たちに伝える。保険診療の
現場からのメッセージや、コラムも収録。

地域医療の未来 地域包括ケアシステムと総合診療医の役割

〈医研シリーズ 2〉
医療科学研究所監修
法研

総合診療医が地域医療に関わることで、効果的な地域包括ケアシステムの構築
に成功した事例を紹介。導入のプロセスや成果を提示し、他の地域での導入の
可能性、今後の発展性等も論じる。

地域保健の原点を探る

戦後日本の事例から学ぶプライマリヘルスケア

中村安秀
（なかむら・やすひで）
編著
杏林書院

石川信克
（いしかわ・のぶかつ）
ほか著

結核対策、生活改良普及員、離島の開業助産婦、母子保健…。戦後日本の地
域保健の発展について、貧困と人材不足の中で工夫した先人たちの知恵に学ぶこ
とにより、途上国への応用可能性を考える。

日本医療史事典 トピックス1722-2012

医学
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎498.021 件名◎医療－日本 ■カ
103p
冊子版 978-4-7803-1058-0 2019.11

*1031657027*
医学
同時アクセス1 1,650円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎498.021 件名◎医療－日本 ■チ
234p
冊子版 978-4-86513-729-3 2020.02

*1031986336*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎498.021 件名◎医療－日本 ナチ
185p
冊子版 978-4-7644-0538-7 2018.07

*1031843646*
医学

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R498.021 件名◎医療－日本 ■
日本の医療に関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。1722～2012年までの、 ニ 453p
医療に関する政策・制度・法律、病院や関係団体の設立、病気の流行と対策など、 冊子版 978-4-8169-2431-6 2013.09
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

重要トピック3354件を収録する。

*1032442122*
身体の植民地化 19世紀インドの国家医療と流行病

医学

同時アクセス1 25,080円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎498.0225 件名◎医療－インド ア
19世紀から20世紀初頭にかけて、次々に襲来する天然痘、コレラ、ペスト。大英 シ 320,33p
帝国の支配下、インドで展開する医療政策の分析をとおして、植民地権力と在地 冊子版 978-4-622-08851-6 2019.09

デイヴィッド・アーノルド著
みすず書房

見市雅俊
（みいち・まさとし）
訳

社会との関係性を明らかにする。植民地医療史研究の古典の翻訳。

*1031434029*
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医療問題の本全情報 2012-2019
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

2012年7月から2019年12月までの8年間に日本国内で刊行された医療問題に関す
る図書11695冊を主題別に排列した図書目録。巻末に事項名索引付き。

医学
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎ 件名◎医療－書誌 ■イ 929p
冊子版 978-4-8169-2838-3 2020.07

*1032442104*
まちかど保健室にようこそ 〈川中島の保健室〉ものがたり
白澤章子
（しらさわ・あきこ）
著
かもがわ出版

からだ、こころ、性のこと…。誰でもいつでも訪ねて行ける保健室がまちかどにある!
40年間、長野県の公立小学校と中学校で養護教諭を勤めた著者が、退職後に開
いた〈川中島の保健室〉でおこなってきたことをまとめる。

医学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎498.07 件名◎健康教育 シマ
141p
冊子版 978-4-7803-1053-5 2019.11

*1031657023*
保健所研修ノート 研修医・コメディカルスタッフのための 第4版

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.07 件名◎公衆衛生 ヤホ
医師臨床研修の地域保健領域の保健所研修テキスト。研修で学ぶべき重要なポ 208p
イントを提示し、それらに沿った地域保健の基本的な考え方を、具体的な事例とと 冊子版 978-4-263-73179-6 2017.10
安武繁
（やすたけ・しげる）
著
医歯薬出版

もに解説する。制度の見直し・新設に対応した第4版。

*1030884485*
2025年へのロードマップ 医療計画と医療連携の最前線
2014年4月補訂版

武藤正樹
（むとう・まさき）
著
医学通信社

Dr.Muto が医療の近未来を探る思考の集大成。2013年から始まった新医療計画
の方向性を考えると同時に、2025年へ向けての医療、介護の改革トピックス、特
に地域連携や多職種チームによる連携のあり方を紹介する。

医療経済・政策学の視点と研究方法
二木 立
勁草書房

資料検索のコツやディベートの技法，統計の読み方から独自調査の方法等，医療
経済・政策学分野の基礎知識と学習方法が身につく入門書。

医学
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎498.1 件名◎厚生行政 ムニ
234p
冊子版 978-4-87058-574-4 2014.06

*1030555827*
医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-74837-2

2006

*1032356310*
刑事司法における薬物依存治療プログラムの意義

「回復」
をめぐる権利と義務
丸山泰弘
（まるやま・やすひろ）
著
日本評論社

薬物犯罪、特に単純自己使用と単純所持に対する薬物政策を概観し、アメリカ合
衆国のドラッグ・コートを研究の比較対象としながら、「回復」の主体は誰なのかを
検討する。

事例でわかる死亡診断書・死体検案書記載の手引き
a manual of death certificate

岩瀬博太郎
（いわせ・ひろたろう）
編
医歯薬出版

死亡診断書・死体検案書作成の手引き。死因の種類・テーマ別に代表的な事例
をとりあげ、書類の記入例と、その事例における注意点・問題点を見開きで掲載す
る。死亡診断書・死体検案書の基礎知識も説明。
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医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎498.12 件名◎薬物依存 マケ
207p
冊子版 978-4-535-52079-0 2015.03

*1031927311*
医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎ 件名◎医師－法令 ■ジ 95p
冊子版 978-4-263-73195-6 2020.05

*1032295325*

ABC of 医療プロフェッショナリズム
Nicola Cooper 編
羊土社

Anna Frain 編

臨床家が自身の健康をケアしたうえでプロフェッショナリズムを維持し、患者中心の
医療を提供していくためにはどうすればよいのか。近年の医療状況を鑑みたうえでの
プロフェッショナリズムの課題を整理する。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 ■エ 150p
冊子版 978-4-7581-1869-9 2020.03

*1031533323*
すこし痛みますよ ジュニアドクターの赤裸々すぎる日記

〈PEAK books〉
アダム・ケイ著
羊土社

佐藤由樹子
（さとう・ゆきこ）
訳

週97時間労働。命を左右する決断の連続。それなのに、病院のパーキングメーター
ほども稼げない－。ジュニアドクターとしてNHS（英国国営医療 サービス）の最前
線で働いていた過酷な日々を、ブラックユーモアを交えて綴る。

フリーランス医師のつくりかた

絶対にフリーランス医師として成功するための解説書

おると著
日本医事新報社

フリーランス医師として働くには? 現役フリーランス医師の著者が、お金や働き方な
どのリアルな話や、絶対に失敗しないための知識などを徹底解説する。電子版が
閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの悩み
柳井真知
（やない・まち）
著
金芳堂

有吉孝一
（ありよし・こういち）
編集協力

どうすれば信頼される? 学会発表って必要 ? 医者人生20年の著者が、研修医や
専攻医からよく尋ねられる質問や、自身も含めた医師が直面してきた悩みに対し、心
に響いた本・映画・ドラマの文章やセリフを引用しつつ答える。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 ケス 269p
冊子版 978-4-7581-1211-6 2020.03

*1031670318*
医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 オフ 165p
冊子版 978-4-7849-5596-1 2019.10
DL不可

*1031274471*
医学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎医師 ヤミ 244p
冊子版 978-4-7653-1837-2 2020.09

*1032310411*
医師の過重労働 小児科医療の現場から

医学

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 エイ 210p
近年の受診傾向、医師のマンパワー、配置および勤務実態、労務管理の現状な 冊子版 978-4-326-70064-6 2009.10
江原朗
（えはら・あきら）
著
勁草書房

どのデータを集積し分析。医師の疲弊に伴う医療の荒廃が顕著な小児医療におけ
る問題点を通して、現在の医療崩壊を検討する。

*1032356326*
医師の不足と過剰 医療格差を医師の数から考える
桐野高明
（きりの・たかあき）
著
東京大学出版会

「医師不足」は本当か ? 医師の養成の歴史に触れるとともに、確かなデータに基
づいて医師数とその分布を分析。誰もが質の高い医療を受けられる、あるべき未来
を展望する。

医学
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 キイ 220p
冊子版 978-4-13-053028-6 2018.09

*1031224184*
医師免許取得後の自分を輝かせる働き方
（キャリア）

15のキャリアストーリーからみえる、しなやかな医師人生のヒント
園田唯
（そのだ・ゆい）
編
羊土社

自由に、柔軟に、働き方を選びとろう! 15名の先輩医師のキャリアストーリーを掲載。
これからの医師のキャリアについて、臨床・研究・教育・第4の道の選択肢を中心
に詳しく解説する。女性医師のキャリアの考え方も収録。

医学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎ 件名◎医師 ■イ 302p
冊子版 978-4-7581-1879-8 2020.09

*1031986221*
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看護師のための「困難を乗り越える力」

自分を思いやる8つのレッスン
秋山美紀
（あきやま・みき）
著
メヂカルフレンド社

主にポジティブ心理学の技法を使って、看護師の心のセルフケアの方法を伝える。
自分の思い込みに気づき、ありのままの自分を受け止め、自分に思いやりを持つため
の技法を紹介。書き込み式のワークも収録。

女性医師の意欲とキャリアとリーダーシップ

自分自身を乗り越えると、もっと楽しい
赤嶺陽子
（あかみね・ようこ）
著
メディカ出版

結婚してもしなくても、子どもがいてもいなくても、留学してもしなくても、開業してもし
なくても。女性医師が、自分自身の選択をし、「やる気ドレナージ」されずに活躍す
るために知っておくべきことを綴る。

アメリカの医療政策と病院業 企業性と公益性の狭間で

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎看護師 アカ 119p
冊子版 978-4-8392-1655-9 2020.06

*1032464442*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 アジ 147p
冊子版 978-4-8404-7226-5 2020.04

*1031616217*
医学

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎498.16 件名◎病院－歴史 タア
アメリカの病院業に注目し、そこに内在する企業性と公共性という2つの特質に着目。 271p
その形成と展開の過程を、医療政策との関係も交えつつ、通史的に分析する。
冊子版 978-4-589-04043-5 2020.03
高山一夫
（たかやま・かずお）
著
法律文化社

*1031959578*
ホスピスで死にゆくということ 日韓比較からみる医療化現象
株本千鶴
（かぶもと・ちずる）
著
東京大学出版会

ホスピスは「医療化」によってどのように変化したのか。日本と韓国の医療者への
インタビュー調査を通じて、これからのホスピスのあり方や、当事者や家族の終末
期ケアの意思決定と、社会の理解の必要性を提示する。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎498.16 件名◎ホスピス カホ
298,27p
冊子版 978-4-13-066409-7 2017.03

*1031272452*
世界の病院・介護施設
加藤智章
（かとう・ともゆき）
編
法律文化社

日本・ドイツ・フランス・韓国・イギリス・オーストラリアの医療・介護提供体制を、
特に施設を中心に検討。日本・ドイツ・フランスについては医療提供体制を医療の
側面における病院と介護の側面における介護施設に分けて考察。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎498.16 件名◎病院 ■セ 184p
冊子版 978-4-589-04070-1 2020.03

*1032413715*
“リアル ”なクリニック経営300の鉄則

開業、財務管理、集患、採用、人事労務、職場活力、継承まで

医学

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ハリ
273p
事業計画の甘さ、スタッフの雇用問題、資金繰りの悪化…。200以上のクリニック 冊子版 978-4-87058-755-7 2020.01
原田宗記
（はらだ・むねのり）
著
医学通信社

を経営改善に導いてきたプロフェッショナルの“リアルな経験知と実践的ノウハウ”を、
経営改善のための “300の鉄則 ”として紹介する。

“ 集患 ”プロフェッショナル クリニック経営・成功の法則
2016年改訂版

柴田雄一
（しばた・ゆういち）
著
医学通信社

患者が減り、危機的状況に陥った開業医が経営のプロフェッショナルと出会い、“ 集
患 ” のノウハウを模索し、危機を乗り越えていく－。実体験ストーリーを通して、現
実的なクリニック経営の「成功の法則」を紹介。
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*1031853783*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 シシ
354p
冊子版 978-4-87058-605-5 2016.01

*1030555825*

12人の医院経営ケースファイル 私たちはどうやって経営トラブ

医学

ルを乗り越えて理想のクリニックを創ることができたか

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
梅岡比俊
（うめおか・ひとし）
編著
分類◎498.163 件名◎病院経営 ウジ
中外医学社
221p
12人の男たちは、どうやって経営トラブルを乗り越えて、理想のクリニックを創るこ 冊子版 978-4-498-04874-4 2019.08

とができたのか。開業してからの失敗体験を通して何を学んで、クリニックがどのよ
うに変わってきたかを語る。

1人でイチから始めたい先生のための訪問診療マネジメント
ガイド
姜琪鎬
（かん・きほ）
編著
日本医事新報社

訪問診療を専門とする在宅医療クリニックの経営におけるマネジメントのコツとは。
人材確保、開業前の準備、マーケティング、業務・財務・組織・労務のマネジメ
ントについて徹底解説する。電子版のシリアルナンバー付き。

きらめきのクリニック女子 ! 接遇・教育・心構え・お悩み解決まで

*1030990140*
医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎498.163 件名◎診療所 カヒ
343p
冊子版 978-4-7849-4850-5 2019.10
DL不可

*1031274468*
医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎498.163 件名◎医療事務 ゴキ
クリニックを明るく照らす医療事務スタッフを目指そう。世界で一番ハッピーなクリニッ 136p
ク、柊クリニックグループの教育マネージャーが自らの知識や経験、ノウハウを語り、 冊子版 978-4-498-04876-8 2019.11
後藤のり子
（ごとう・のりこ）
著
中外医学社

永延梨沙
（ながのぶ・りさ）
著

輝く医療事務スタッフのワークスタイルを伝授する。

*1031340571*
クリニック経営に成功する院長の8つの習慣
根本和馬
（ねもと・かずま）
著
中外医学社

「増患増収」「離職率の低下」「優れた人材の採用」を実現しているクリニックの
院長たちが実践する、シンプルかつ有用な「8つの習慣」を紹介。ホワイト企業
大賞受賞医院の坂井耳鼻咽喉科・坂井邦充のインタビューも掲載。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ネク
151p
冊子版 978-4-498-04880-5 2020.03

*1031670340*
クリニック広報戦略の教科書

自院のオフィシャルサイトを活用してGoogleに開業する

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 カク
185p
あらゆる広報は、
オフィシャルサイトに集約すべし! 医療機関のWeb サイトをプロデュー 冊子版 978-4-7849-5591-6 2019.09

河村伸哉
（かわむら・しんや）
著
日本医事新報社

スする著者が、地域から求められるクリニックになるための広報戦略を教える。電
子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

そのまま使える災害対策アクションカード+はじめての病院
BCP Ver.2
小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
編著
中外医学社

吉田修
（よしだ・おさむ）
著

災害対策アクションカードの作り方を説明。BCP（事業継続計画）についての項
目を追加し、各施設の実状に合わせてカスタマイズできるアクションカードのテンプ
レートと付属資料のアクセスキーを封入する。

医院開業から法人化 , 経営・継承まで弁護士 , 税理士 , 司法
書士 , 行政書士 , 社労士が答えました!
医療・薬機リーガルサポートネットワーク編
南山堂

クリニック、個人医院、歯科医院の開業、医療法人の設立などを目指す医師に向
けた開業・運営マニュアル。専門家が、医院開業・運営において、必ず問題とな
るテーマを厳選し、Q＆A 形式で解説する。

DL不可

*1031137194*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 コソ
218p
冊子版 978-4-498-06691-5 2020.02

*1031533333*
医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎病院経営 ■イ 273p
冊子版 978-4-525-43191-4 2020.05

*1031853787*
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医業承継の教科書 親族間承継・M＆A の手法と事例

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ■イ
診療所・中小病院の円滑な承継のために役立つ書。多様な事例をもとに、法務・ 271p
税務のポイントを図表を交えて平易に解説する。電子版が閲覧できる袋綴じのシリ 冊子版 978-4-7849-4890-1 2020.03

小松大介
（こまつ・だいすけ）
執筆
日本医事新報社

鈴木学
（すずき・がく）
執筆

アルナンバー付き。

DL不可

*1031616237*
医師事務作業補助者のための32時間教本

くりかえし読んでほしい解説書

改訂第2版

小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

医師事務作業補助者に向けて、病院の中の状況や医療の流れなどを32時間（32
章）のプログラム構成で分かりやすく解説した教本。チェック欄あり。巻末に書き
込んで使う修了証明書付き。2018年度診療報酬改定に対応。

医師事務作業補助者のための32時間教本

くりかえし読んでほしい解説書

改訂第3版

小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

医師事務作業補助者に向けて、病院の中の状況や医療の流れなどを32時間（32
章）のプログラム構成で分かりやすく解説した教本。チェック欄あり。巻末に書き
込んで使う修了証明書付き。2020年度診療報酬改定に対応。

医師事務作業補助者のための実務 Q＆A80
重要課題をピックアップ !

小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

医師事務作業補助者は、医療機関のどんな部署や場所で働くのでしょうか ?「代行
入力」とは、どういった行為を指すのでしょうか ? 医師事務作業補助者に役立つ内
容を、重要課題を中心にQ＆A 形式で解説する。

医療＆介護の職場トラブル Q＆A “ 働き方改革 ” 実践応用編
日本人事労務コンサルタントグループ医業福祉部会著
医学通信社

労働環境、ハラスメント、給与、残業、メンタルヘルス…。医療機関や福祉施
設において起こりやすい職場トラブル事例をまとめ、全120の Q＆A で解説する。

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 コイ
208p
冊子版 978-4-908296-13-0 2018.10

*1031329052*
医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎病院管理 コイ 209p
冊子版 978-4-908296-16-1 2020.09

*1032421413*
医学
同時アクセス1 3,432円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 コイ
193p
冊子版 978-4-908296-15-4 2019.10

*1031329053*
医学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 ■イ
277p
冊子版 978-4-87058-754-0 2019.09

*1031853782*
医療事務概論 病院で働く人のみちしるべ

医学

同時アクセス1 3,828円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎498.163 件名◎医療事務 コイ
病院やクリニックで働く事務職員に向け、500床規模の基幹病院を想定し、医療 153p
事務部門の組織体制や諸機能、
ならびに具体的な業務等を図表を交えて解説する。 冊子版 978-4-908296-10-9 2018.04
小林利彦
（こばやし・としひこ）
著
洋學社

コラムも掲載。

*1031329050*
開業医の教科書 医院経営のヒト・モノ・カネ・情報

医学

同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 13,794円 + 税
分類◎ 件名◎病院経営 カカ 182p
クリニックの経営に必要な節税、人事労務、法律、集患のノウハウを「ヒト・モノ・ 冊子版 978-4-7849-4911-3 2020.08
笠浪真
（かさなみ・まこと）
著
日本医事新報社

亀井隆弘
（かめい・たかひろ）
著

おカネ・情報」に分けて解説する。医療従事者に役立つ経営向上のヒントが満載。
電子版が閲覧できるシリアルナンバーを封入した袋綴じ付き。

DL不可

*1032310387*
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診療所の財務実態 多角化・多拠点化の財務的効果

医学

同時アクセス1 11,825円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎498.163 件名◎診療所 アシ
地域医療の主要な担い手でありながら、これまで十分にその財務実態が把握分析 307p
されてこなかった診療所を対象に、
その経営類型に着目して財務実態を明らかにする。 冊子版 978-4-502-33071-1 2020.01
荒井耕
（あらい・こう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

*1031814460*
選ばれ続けるクリニックをつくる本

患者＆スタッフの満足度の高いクリニック経営

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
浜田真理子
（はまだ・まりこ）
著 奥田弘美
（おくだ・ひろみ）
著
分類◎498.163 件名◎病院経営 ハエ
日本医事新報社
141p
選ばれ続けるクリニックであるためのコンサルテーション提供者と、メディカルサポート・ 冊子版 978-4-7849-5746-0 2020.01

コーチングの提唱者がタッグを組み、理想のクリニック経営のノウハウを余すことな
く紹介する。電子版が閲覧できるシリアルナンバー付き。

病院管理会計の効果検証 質が高く効率的な医療の実現に向けて

DL不可

*1031533300*
医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院会計 アビ
一般産業界中心で発展してきた管理会計は、非営利セクターである病院において 248p
も有効なのか ? 採算改善という財務的効果だけでなく、医療の質やその実現に至る 冊子版 978-4-502-31801-6 2019.09
荒井耕
（あらい・こう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

プロセスに関わる影響についても検証する。

*1031434010*
病院建替えの教科書

医学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ■ビ
病院経営と建替え戦略を理想どおりに進めるための「基本構想」「基本計画」の 156p
立案・検討のポイントを、具体的な事例を踏まえて詳細に解説。ヒアリングシート例、 冊子版 978-4-7849-5741-5 2020.01

川崎淳一
（かわさき・じゅんいち）
著
日本医事新報社

坂本浩幸
（さかもと・ひろゆき）
著

電子版が閲覧できるシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533299*
10歳若くなる声トレ・のどトレ・歌トレ

70歳でも遅くない。声を鍛えて健康寿命を伸ばす本

玉澤明人
（たまざわ・あきひと）
著
法研

萩野仁志
（はぎの・ひとし）
監修

のどを健康にして長生きしましょう。のどを鍛え嚥下をスムーズにする「あえいおう体操」
「スマイルごっくん体操」などを、写真とイラストで解説します。目的別スペシャル
メニューも掲載。

Q＆Aですらすらわかる体内時計健康法

時間栄養学・時間運動学・時間睡眠学から解く健康
田原優
（たはら・ゆう）
著
杏林書院

柴田重信
（しばた・しげのぶ）
著

体内時計をリセットする朝ごはんの内容とは? 体内時計の異常は健康・寿命と関係
する? 哺乳類の体内時計をメインに、体内時計の基礎、さらに臨床応用を目指し
た最新の基礎研究を、Q＆A 形式でわかりやすく紹介。

運動で体質が改善できなかった人が読む本

医学
同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎498.3 件名◎健康法 タジ 119p
冊子版 978-4-86513-664-7 2019.10

*1031853812*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎498.3 件名◎健康法 タキ 175p
冊子版 978-4-7644-1183-8 2017.12

*1031843659*
医学

同時アクセス1 1,650円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎498.3 件名◎健康法 サウ 148p
胴体の特性、拮抗作用、運動リズムを軽視した運動は、健康を阻害する因子にも 冊子版 978-4-86692-059-7 2020.01
佐々木拓男
（ささき・たくお）
著
大学教育出版

なりえる。体質改善や運動の正しい考え方、疾患の決定的要因などを解説し、症
状に対する対処法を伝える。

*1031579423*
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体をみれば心がわかる ボディートークの世界

医学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎498.3 件名◎健康法 マカ 212p
怒りの感情を持つ人は背中の中央を盛り上げる。失恋で悲しみの中にいる人は胸を 冊子版 978-4-422-41245-0 2015.08
増田明
（ますだ・あきら）
著
創元社

キュッと詰めている…。体のシコリやユガミ、姿勢の片寄り、声の調子や息の仕方
など体の内なる声を聞き、体を通して心をほぐす方法を紹介する。

DL不可 EPUB

*1031325334*
禁煙学 改訂4版

医学

日本禁煙学会編
南山堂

能動喫煙が誘発する各種疾患、受動喫煙による疾患と対策、禁煙指導・支援など
を解説する。医療従事者が知っておくべき知識を完全網羅した禁煙治療の指針。
加熱式タバコについての記述を追加するなどした改訂4版。

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎498.32 件名◎禁煙 ■キ
18,328p
冊子版 978-4-525-20174-6 2019.11

*1031393906*
スーツがキマる! 若返る! アンジャッシュ児嶋のおっさんずヨガ
加藤広大
（かとう・こうだい）
監修
インプレス

山下真由実
（やました・まゆみ）
監修

でっぷりお腹を引き締める! イケてるスーツ姿を取り戻す ! ヨガ歴約10年の芸人・児
嶋一哉が、
「おっさんあるある」に対応したお悩み解消ヨガを紹介。インストラクター
によるポーズ動画を視聴できるQRコード付き。

医学
同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎ヨガ ■ス 127p
冊子版 978-4-295-00989-4 2020.08

*1032464508*
毎日たった10分の瞑想が強い心と体をつくる
YOGAメソッドではじめる瞑想習慣

マリコ著
彩流社

自分にぴったりの瞑想を見つけて、心も体もクリアな私に! 朝の瞑想、オフィス瞑想、
スキンケア瞑想など、ヨガのポーズ、呼吸法と組み合わせた、いつでもどこでもで
きる瞑想を紹介。3週間モデルスケジュール付き。

ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方

〈ブルーバックス B-2113〉
能勢博
（のせ・ひろし）
著
講談社

豊富な科学的 エビデンスから、持久力、筋力の向上をもたらす歩き方、時間、頻
度が導き出された! 忙しい人でも、運動嫌いの人でも、膝や腰が痛くても、リハビリ
中でも応用できる画期的な「インターバル速歩」を徹底解説する。

脳の働きをまもるウォーキングのすすめ

医学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎498.34 件名◎瞑想 ママ 95p
冊子版 978-4-7791-2660-4 2020.04

*1031980188*
医学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎498.35 件名◎ウォーキング ノウ
233p
冊子版 978-4-06-517667-2 2019.10
DL不可 EPUB

*1031408665*
医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎498.35 件名◎ウォーキング ミノ
終生歩き続ける能力を保持するためには、ウォーキングの新しいあり方を定着させな 113p
ければならない。“ 脳の働き”と中高年齢者の健康を目指したウォーキングの実践の 冊子版 978-4-7644-1594-2 2019.01
宮下充正
（みやした・みつまさ）
著
杏林書院

必要性を、多彩なデータを用いながら詳説する。

*1031843666*
やさしくなりたいあなたへ贈る慈悲とマインドフルネス瞑想

医学

やさしさを感じられる毎日に

同時アクセス1 1,540円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
有光興記
（ありみつ・こうき）
著
分類◎498.39 件名◎マインドフルネス ア
法研
ヤ 207p
人間関係の悩みの解消に役立つ「マインドフルネス瞑想」と、慈しみの気持ちを 冊子版 978-4-86513-663-0 2020.03

向ける「慈悲の瞑想」を併せて行えば、自分自身のやさしさに気づくことができる。
「慈
悲とマインドフルネス瞑想」の事例とその実践方法を紹介する。
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EPUB

*1031986340*

健康・調理の科学 おいしさから健康へ 4訂 〈管理栄養士講座〉
大越ひろ
（おおごし・ひろ）
編著
建帛社

高橋智子
（たかはし・ともこ）
編著

食べ物のおいしさが、なぜ心と身体の健康にとって大切であるか、
「調理科学」を「健
康科学」の視点からアプローチする。高齢者の低栄養・フレイル防止を視野に入
れ策定された「日本人の食事摂取基準（2020年版）」に準拠。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎498.51 件名◎食品 ■ケ 204p
冊子版 978-4-7679-0651-5 2020.04

*1032413755*
食感をめぐるサイエンス

味や香りだけではない、もう一つのおいしさを探る

オーレ・G. モウリットセン著 クラフス・ストルベク著
化学同人

食感は味の知覚にどう関わるか ? 身近な食材や料理を取り上げながら、その食に潜
むサイエンスをわかりやすく語りかけ、料理を食べている時に感じている感覚や、
おいしい食材の構造の巧妙さを伝える。レシピも収録。

実践食品安全統計学 RとExcelを用いた品質管理とリスク評価
藤川浩
（ふじかわ・ひろし）
著
エヌ・ティー・エス

統計解析用ソフトウェアRとExcelを用いて、有害な化学物質や微生物などの食品
リスクに対する食品安全および品質管理方法の統計学的な考え方を解説する。プ
ログラム（コード）のダウンロードサービス付き。

医学
同時アクセス1 10,340円 + 税
同時アクセス3 14,740円 + 税
分類◎498.51 件名◎食品 モシ 331p
冊子版 978-4-7598-2006-5 2019.08

*1031274443*
医学
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎498.54 件名◎食品衛生 フジ
255,4p
冊子版 978-4-86043-604-9 2019.11

*1030871177*
食品の安全性 第2版 〈スタンダード人間栄養学〉
上田成子
（うえだ・しげこ）
編集
朝倉書店

桑原祥浩
（くわばら・よしひろ）
ほか著

食品衛生と法規、食中毒、食品による感染症・寄生虫症、食品の変質、食品中
の汚染物質、食品添加物など、食品の安全性を脅かす問題点について解説する。
平成24年、28年のガイドラインの改定に対応。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎498.54 件名◎食品衛生 ■シ
160p
冊子版 978-4-254-61063-5 2018.10
DL不可

*1030990091*
食品添加物はなぜ嫌われるのか

食品情報を
「正しく」読み解くリテラシー 〈DOJIN 選書 83〉

畝山智香子
（うねやま・ちかこ）
著
化学同人

食品添加物悪玉論、オーガニックの安全神話…。食をめぐるさまざまな情報は、ど
う見極めたらよいのか。印象やイメージに惑わされることなく、科学的知見に基づい
て適切に判断するためのポイントをわかりやすく解説する。

ポリフェノール：薬用植物および食品の機能性成分

Polyphenols：Functional Constituents of Medicinal Plants and
Foods 〈食品シリーズ〉

波多野力
（はたの・つとむ）
監修
シーエムシー出版

ポリフェノール研究の最近の進歩について、各タイプのポリフェノールの化学構造、
反応性、基礎的・生化学的な作用等に重点を置いて解説。また、食品素材の機
能性成分としてのポリフェノールに関する研究成果も紹介する。

栄養教育論 第3版 〈管理栄養士講座〉
中村丁次
（なかむら・ていじ）
編著
建帛社

外山健二
（とやま・けんじ）
編著

栄養教育の概念や基礎理論から国際的動向まで、管理栄養士に必要な栄養教育
の知識を、時代の変化に対応した事例をもとに理論と実践を結びつけながら解説す
る。2019年に改定された管理栄養士国家試験出題基準等に対応。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎ 件名◎食品衛生 ウシ 252p
冊子版 978-4-7598-1683-9 2020.06

*1031873825*
医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎498.55 件名◎ポリフェノール ■
ポ 277p
冊子版 978-4-7813-0672-8 2012.10

*1030893633*
医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎ 件名◎栄養教育 ■エ 278p
冊子版 978-4-7679-0669-0 2020.03

*1032413756*
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栄養教育論 〈Visual 栄養学テキスト〉

医学

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 9,801円 + 税
分類◎498.55 件名◎栄養教育 ■エ
管理栄養士養成カリキュラムと国家試験ガイドラインに沿った栄養教育論のテキスト。 126p
各省冒頭に「学修目標」「要点整理」で重要ポイントを明示するほか、図表を多 冊子版 978-4-521-74292-2 2020.03
永井成美
（ながい・なるみ）
編集
中山書店

赤松利恵
（あかまつ・りえ）
編集

用し、ビジュアルに解説する。豆知識や用語解説、演習も収録。

DL不可

*1031814532*
応用栄養学 〈Visual 栄養学テキスト〉

医学

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 9,801円 + 税
分類◎498.55 件名◎栄養 ■オ 187p
管理栄養士養成カリキュラムと国家試験ガイドラインに沿った応用栄養学のテキス 冊子版 978-4-521-74291-5 2020.04
小切間美保
（こぎりま・みほ）
編集
中山書店

桑原晶子
（くわばら・あきこ）
編集

ト。各章冒頭に「学修目標」「要点整理」で重要ポイントを明示するほか、図表
を多用し、ビジュアルに解説する。豆知識や用語解説なども収録。

DL不可

*1031814531*
核酸の分子栄養学 Molecular Nutrition of Nucleic Acids
加藤久典
（かとう・ひさのり）
編
エヌ・ティー・エス

加藤将夫
（かとう・ゆきお）
編

「核酸」は生体を構成する全ての細胞に含まれるもので生命維持に不可欠な物質。
核酸の吸収、代謝、排泄など生体内の核酸について分子栄養学的な視点を含め
て分かりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎498.55 件名◎核酸 ■カ 201p
冊子版 978-4-86043-614-8 2019.05

*1030871170*
楽しくわかる栄養学
中村丁次
（なかむら・ていじ）
著
羊土社

どうして「バランスのよい食事」って大切なの ? 偏った食生活を続けるとどうなるの ?
栄養学の基本から、栄養アセスメント、経腸栄養など医療の現場で役立つ知識ま
で学べるテキスト。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎498.55 件名◎栄養 ナタ 213p
冊子版 978-4-7581-0899-7 2020.03

*1032323721*
管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日 第8版
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

本書は、1日2ページで全範囲をクリアできる書き込み式問題集です。国家試験ガ
イドラインの中項目から出題頻度の高い300項目を抽出し、1ページ1項目で構成。
ガイドライン順に配列されていますが、科目間を越えた効果的な学習プランも提案。
2019年3月発表の新ガイドラインに徹底準拠。

管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2020

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S498.55 件名◎栄養士 ■カ
303,23p
冊子版 978-4-7895-2445-2 2019.10

*1031224160*
医学

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 11,990円 + 税
分類◎ S498.55 件名◎栄養士 ■カ
本書は、第33回管理栄養士国家試験（2019年3月実施）を含む5年間の国試、 404p
全1000問を収載した問題集です。
「速報2019」と「過去問2015～18」の二部構成。 冊子版 978-4-7895-2444-5 2019.05
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

*1031224161*
女子栄養大学オープン模試問題集 管理栄養士国家試験
第2版

女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員の教授陣が作成した過去3回分の試
験問題、計600問を収載。問題用紙も解答用紙も切り取れるので、必要な会を切り
取り、本番さながらに挑戦することができます。答え合わせのあとに解説を一読すれ
ば、さらに理解が深まります。
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医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,460円 + 税
分類◎ S498.55 件名◎栄養士 ■ジ
246p
冊子版 978-4-7895-2446-9 2019.11

*1031325264*

時間栄養学 時計遺伝子、体内時計、食生活をつなぐ
柴田重信
（しばた・しげのぶ）
編
化学同人

体内時計を研究する時間生物学が盛んになっている。時間生物学の観点から栄養
学を捉え、体内時計と食事・栄養の関連について、マウス、ヒト、臨床での最新
の知見を紹介し、その応用や展望まで述べる。

医学
同時アクセス1 13,970円 + 税
同時アクセス3 20,020円 + 税
分類◎ 件名◎栄養生理 ■ジ 244p
冊子版 978-4-7598-2036-2 2020.06

*1031983441*
消化・吸収・代謝と栄養素のすべてがわかるイラスト図鑑
保存版

ニュートリションケア編集室編
メディカ出版

体に取り込んだ栄養素は、そのままでは活用することができない。臓器のはたらきと
消化・吸収・代謝のプロセスをイラストでわかりやすく紹介。とくに栄養が重要な
役割を担う代表的な病態についても解説する。

キーワードでわかる臨床栄養 栄養で治す! 基礎から実践まで
令和版

岡田晋吾
（おかだ・しんご）
編集
羊土社

栄養学の基礎知識から、経腸・静脈栄養の実践、在宅栄養管理まで、臨床栄養
に必須の知識を幅広く解説する。重要なキーワードから効率よく学べるテキスト。リ
ハビリテーション栄養などの項目を新しく追加した令和版。

医師が知っておきたい外来で役立つ栄養・食事療法のポイント

医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎ 件名◎栄養生理 ■シ 175p
冊子版 978-4-8404-7146-6 2020.09

*1032310403*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■キ
431p
冊子版 978-4-7581-0910-9 2020.04

*1031873861*
医学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■イ
外来医が自ら栄養ケアを進められるよう、疾患ごとに疾患と栄養ケアとの関連性や、 165p
栄養ケアの基本的な考え方とプランニングを示し、管理栄養士による栄養指導を 冊子版 978-4-8306-1388-3 2015.02
加藤昌彦
（かとう・まさひこ）
編
文光堂

具体的に紹介。『Medical Practice』連載に加筆。

*1031132311*
栄養管理をマスターする 代謝の理解はなぜ大事 ?

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉

医学

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■エ
10,373p
正しい栄養管理に欠かせない生化学の知識をわかりやすく解説。スクリーニング・ 冊子版 978-4-8306-8153-0 2014.07
大村健二
（おおむら・けんじ）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

アセスメントにはじまる管理の基礎から、疾患・病態・時期別の管理を症例 ベース
で説明。ライフサイクルによる代謝の変化にも配慮する。

栄養指導にいかす検査値の読みとりポイント
見方がわかれば味方になる!

菅野義彦
（かんの・よしひこ）
監修
メディカ出版

長岡由女
（ながおか・ゆめ）
編集

栄養管理、栄養指導、食事調整にいかせるよう、検査値の読み方、考え方の基
本を検査項目別に解説。患者が生活改善に取り組めるような伝え方のポイントも紹
介する。WEB でダウンロードできる「患者説明シート」付き。

臨床栄養 ディクショナリー 改訂6版

*1031828316*
医学
同時アクセス1 9,548円 + 税
同時アクセス3 12,628円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■エ
175p
冊子版 978-4-8404-7145-9 2020.05

*1031873855*
医学

同時アクセス1 11,264円 + 税
同時アクセス3 14,784円 + 税
分類◎ R498.58 件名◎病態栄養学－便
疾患ごとの食事療法、栄養補給法、ライフステージ別の食事療法、栄養素などに 覧 ■リ 464p
ついて図表を用いてわかりやすく記述。食事・栄養療法に必須の重要項目が総索 冊子版 978-4-8404-7186-2 2020.03

伊藤孝仁
（いとう・たかひと）
監修
メディカ出版

山本みどり
（やまもと・みどり）
編著

引で早引きできる。日本人の食事摂取基準（2020年版）等に対応。

*1031533321*
113

機能性食品・素材と運動療法

生活習慣病予防と運動機能維持 , 向上をめざして 〈食品シリーズ〉
大澤俊彦
（おおさわ・としひこ）
監修
シーエムシー出版

佐藤祐造
（さとう・ゆうぞう）
監修

生活習慣病の予防と対策に不可欠な「機能性食品」と「運動療法」の情報をま
とめる。エビデンスにもとづいた食品素材と有効な利用法、アンチエイジングのた
めの運動療法などを紹介する。

高齢者の栄養管理ガイドブック カラー図解
下田妙子
（しもだ・たえこ）
編集
文光堂

高齢者の栄養ケアマネジメントを解説したガイドブック。味覚低下、摂食・嚥下
機能低下などに対応した栄養管理の実際や、栄養面から考えた口腔ケア、具体
的な献立例や症例を紹介。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎498.583 件名◎食品 ■キ 225p
冊子版 978-4-7813-0566-0 2012.06

*1030893612*
医学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498.59 件名◎栄養 ■コ 135p
冊子版 978-4-8306-6037-5 2010.02

*1031254970*
ICTから現場へ ! 感染対策のよい伝え方・普通の伝え方・悪
い伝え方 あなたの熱意を現場のやる気につなげよう!
森澤雄司
（もりさわ・ゆうじ）
編著
メディカ出版

新型コロナウイルス対策と日常の感染対策について、現場スタッフへの「正しい
知識の効果的な伝え方」を挙げながら、使える指導ツールとともに徹底的に解説す
る。データのダウンロード用ロック解除キーも掲載。

ハンセン病の社会史 日本「近代」の解体のために
田中等
（たなか・ひとし）
著
彩流社

日本の「近代」 が作り上げた「病」としてハンセン病がどのように日本社会の歴
史に存在してきたのか（しているのか）をえぐり出す。部落解放同盟中央機関紙『解
放新聞』連載に加筆。

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 18,040円 + 税
分類◎ 件名◎感染症対策 モア 244p
冊子版 978-4-8404-7027-8 2020.08

*1032310397*
医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎498.6 件名◎ ハンセン病 タハ
286p
冊子版 978-4-7791-2330-6 2017.06

*1031980180*
ハンセン病療養所と自治の歴史
松岡弘之
（まつおか・ひろゆき）
著
みすず書房

病者の隔離と排除を目的とした施設は、連帯と解放の拠点たりうるか。近代日本の
ハンセン病療養所に生きた人々の苦難と希望を、外島保養院（現・国立療養所
邑久光明園）と長島愛生園で取り組まれた入所者の自治から迫る。

医学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎498.6 件名◎ ハンセン病療養所－
歴史 マハ 405p
冊子版 978-4-622-08883-7 2020.02

*1031873754*
パンデミックを阻止せよ! 感染症を封じ込めるための10のケース

スタディ 新型コロナウイルス対応改訂版 〈DOJIN 選書 84〉
浦島充佳
（うらしま・みつよし）
著
化学同人

スペイン風邪、SARS、エボラ出血熱…。これまでの感染症の事例から、感染源
や感染経路の特定、致死率の算出、封じ込めの対策などを分析し、危機管理へ
の活かし方を検討する。新型コロナウイルス感染症を加えた改訂版。

医療従事者のための感染対策 ルールブック
矢野邦夫
（やの・くにお）
著
リーダムハウス

日本の医療現場の実情にあわせて必要な感染対策を収録したルールブック。CDC
ガイドラインやガイダンスを中心に、「ルール+ 解説 + 文献」の形式でまとめる。
感染症と予防策一覧も掲載。

医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎ 件名◎感染症対策 ウパ 279p
冊子版 978-4-7598-1684-6 2020.06

*1031873826*
医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ヤイ
213p
冊子版 978-4-906844-18-0 2019.09

*1031574989*
114

隔離の記憶 ハンセン病といのちと希望と 増補新版

医学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎498.6 件名◎ ハンセン病 タカ
日本には、ハンセン病になった人たちを強制隔離してきた法律「らい予防法」があっ 314p
た。隔離された世界を生き抜き、絶望からはい上がった人々の歩みの記録。
冊子版 978-4-7791-2327-6 2017.05
高木智子
（たかき・ともこ）
著
彩流社

*1031460171*
消毒と滅菌のガイドライン 2020年版

医学

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ■シ
消毒・滅菌の基本的な考え方や消毒薬の使い方、感染症（病原体）別の消毒法、 203p
多様な滅菌法の原理・適応など、院内の消毒・滅菌に必要な知識を網羅。新型 冊子版 978-4-89269-995-5 2020.02

大久保憲
（おおくぼ・たかし）
編集
へるす出版

尾家重治
（おいえ・しげはる）
編集

コロナウイルス感染症の情報も掲載する。

*1031629231*
新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かっ
てきたか 1918スペインインフルエンザから現在までの歩み
岡部信彦
（おかべ・のぶひこ）
編集
南山堂

和田耕治
（わだ・こうじ）
編集

スペインインフルエンザ 発生から100年、新型インフルエンザ（A/H1N1）発生
から10年の節目に、内閣官房新型インフルエンザ等対策室が企画したウェブ連載
「新型インフルエンザ 過去のパンデミックレビュー」を纏める。

訪問看護師のための在宅感染予防テキスト

オールカラー改訂2版

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎498.6 件名◎インフルエンザ ■シ
178p
冊子版 978-4-525-18551-0 2020.04

*1031830196*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ■ホ
171p
訪問看護師に向け、在宅ケア特有の感染制御の基本をオールカラーの写真やイ 冊子版 978-4-8404-7195-4 2020.02

HAICS 研究会 PICSプロジェクト編著
メディカ出版

ラストを使ってわかりやすく解説する。
「アセスメントツール」
「そのまま使える説明シー
ト」のダウンロードサービス付き。

滅菌・消毒・洗浄 ハンドブック 国際標準の感染予防対策
ICHG 研究会編
医歯薬出版

院内感染予防対策の基本から、医療現場ですぐに実践できる具体的手順まで、
「減
菌・消毒・洗浄」に関わる基本的な考え方を、国際標準に基づいて解説する。「温
度チェックの方法」「病室の花瓶」等をテーマにしたコラムも収録。

*1031533316*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ■メ
128p
冊子版 978-4-263-23717-5 2018.11

*1030884492*
医ダニ学図鑑 見える分類と疫学
高田伸弘
（たかだ・のぶひろ）
編著
北隆館

高橋守
（たかはし・まもる）
著

病原体を媒介するマダニ類・ツツガムシ類から、刺症やアレルギーに起因する微
小な自活性のコダニ類まで、ヒトや動物に病害を与える「医ダニ類」の図鑑。医
ダニ類の地理病理についてもまとめる。和名・学名・用語索引付き。

医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎498.69 件名◎だに タイ 375p
冊子版 978-4-8326-1053-8 2019.09

*1031986270*
基礎から学ぶ発育発達のための身体活動

元気な子どもを育む確かな根拠
田中千晶
（たなか・ちあき）
著
杏林書院

活動的で元気な子どもの発育発達において、運動・スポーツだけでは捉えきれない
身体活動がいかに大切かを、国内外の研究結果に基づいた最新のエビデンスを
用いて紹介する。

医学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498.7 件名◎小児衛生 タキ
180p
冊子版 978-4-7644-1205-7 2019.10

*1031843662*
115

ミレイ先生のアドラー流勇気づけメンタルヘルスサポート
産業保健スタッフの悩みを解決 !

上谷実礼
（うえたに・みれい）
著
メディカ出版

メンタル不調者への対応にかかわる産業保健師や人事労務担当部署の管理職、
企業の衛生管理者等に向けて、アドラー心理学をベースに心のしくみや面談技法
を解説する。汎用性の高い20の対応事例も収録。見返しに十箇条を掲載。

企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 ウミ 202p
冊子版 978-4-8404-7219-7 2020.03

*1031616211*
医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎労働衛生 ワキ 155p
危機管理体制を作る、従業員と顧客を感染から守る、対策を見直して改善する…。 冊子版 978-4-492-55796-9 2020.06
和田耕治
（わだ・こうじ）
著
東洋経済新報社

新型コロナウイルスから企業を守るために、今すぐにやらねばならないことを解説す
る。4社の対策事例、厚生労働省の Q＆Aも収録。

*1031814563*
産業医はじめの一歩 「働く人・企業」のニーズをつかむ! 基本実

務の考え方と現場で困らない対応
川島恵美
（かわしま・めぐみ）
著
羊土社

山田洋太
（やまだ・ようた）
著

産業医の業務内容や役割、現場での対応の要点をまとめた一冊。基本の考え方
や対処法から、健康診断管理、メンタルヘルス対策、休職・復職管理、妊娠や
介護などの両立支援の取り組み、健康経営までを解説する。

産業保健スタッフに必要な疾患の知識と最新の治療法
両立支援に欠かせない

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 カサ
204p
冊子版 978-4-7581-1864-4 2019.11

*1031274484*
医学

同時アクセス1 10,912円 + 税
同時アクセス3 14,432円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 ■サ
231p
産業保健スタッフが事業場における両立支援を体系的に学ぶための書。ガイドライ 冊子版 978-4-8404-7154-1 2020.04

立石清一郎
（たていし・せいいちろう）
編著
メディカ出版

中谷淳子
（なかたに・じゅんこ）
編著

ンの読み方、人事労務との対応の方法など、両立支援のために押さえておきたい
ポイントから、出会う頻度の高い疾患の知識と治療法までを解説する。

職場不適応のサイン ベテラン産業医が教える気づきと対応のコツ
夏目誠
（なつめ・まこと）
著
南山堂

「職場不適応・適応障害」で悩んでいる人が増えている。一般企業・公務員の産
業医としての経験をもとに、症状の特徴をはじめ、早期発見や対応のコツなどを、
多くの事例を通して紹介する。

*1031814538*
医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎労働衛生 ナシ 117p
冊子版 978-4-525-18571-8 2020.05

*1031853786*
発達障害を職場でささえる

全員の本領発揮を目指すプレゼンティーズムという視点
宮木幸一
（みやき・こういち）
著
東京大学出版会

「大人の発達障害」の正しい捉え方から、最新の研究成果、さらに支援現場の実
態を紹介し、共生と生産性が合致する職場づくりのヒントを明らかにする。

医学
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 ミハ
159p
冊子版 978-4-13-063407-6 2018.10

*1031224185*
災害リハビリテーション標準テキスト

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎498.89 件名◎災害医療 ■サ
大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT）の活動をもとに、 196p
災害リハビリテーションの基本から実際までをまとめたテキスト。平時の備え・連携、 冊子版 978-4-263-21877-8 2018.06
大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会企画・編集
医歯薬出版

災害発生時の対応などを解説し、困ったときの Q＆Aも収録。

*1030884474*
116

DNA 鑑定 犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで

〈ブルーバックス B-2108〉
梅津和夫
（うめつ・かずお）
著
講談社

難事件・珍事件の解決録、縄文人誕生をめぐる「新説」、新種発見物語、ドラマ
ではわからない科捜研の実情…。DNA 鑑定に魅せられて、あらゆるものを鑑定し
てきた著者が、DNA 鑑定の真実をやさしく解き明かす。

死体検案 ハンドブック 第4版
近藤稔和
（こんどう・としかず）
編著
金芳堂

木下博之
（きのした・ひろし）
編著

監察医、法医学者、医師など、異状死体の検視や検案に携わる関係者が実務で
必要とする知識を、死体検案のノウハウを中心に、写真や資料を豊富に交えて解
説する。生化学検査の法医学への応用に関する項目などを追加した第4版。

医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎498.92 件名◎ DNA 鑑定 ウデ
254p
冊子版 978-4-06-517285-8 2019.09
DL不可 EPUB

*1031408663*
医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎498.94 件名◎検屍 ■シ 391p
冊子版 978-4-7653-1823-5 2020.03

*1031670333*
危険な人間の系譜 選別と排除の思想
中谷陽二
（なかたに・ようじ）
著
弘文堂

社会から排除される〈危険な人間〉は、どのように創り出されたのか。犯罪人類学
と変質説の意義、刑法学と精神医学の交錯、その具体化としての予防的な刑事
政策、優生学、科学と政治の関わりなどを交えて読み解く。

医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎司法精神医学 ナキ
326,28p
冊子版 978-4-335-65186-1 2020.08
DL不可

*1032433716*
毒と薬の文化史 サプリメント・医薬品から危険ドラッグまで

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎499.02 件名◎薬学－歴史 フド
毒や薬にまつわる事件や事故、薬がたどってきた歴史、薬の危険性、薬剤師と大 165p
学薬学部、医薬分業の重要性…。古今東西の毒と薬にまつわる数々のエピソード 冊子版 978-4-7664-2479-9 2017.11
船山信次
（ふなやま・しんじ）
著
慶應義塾大学出版会

を紹介しながら、さまざまな視点から「薬」について考える。

*1032019478*
シンプルでわかりやすい薬歴・指導記録の書き方

医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎499.09 件名◎薬剤師 テシ 254p
薬歴・指導記録の記載に悩む病院薬剤師に向け、POS や SOAP の基礎をはじめ、 冊子版 978-4-525-70661-6 2019.11
寺沢匡史
（てらさわ・まさし）
編著
南山堂

さまざまな場面で記録を記載するためのコツを事例とともに紹介。記録に関する悩
みや疑問点も取り上げる。『薬局』連載をもとに書籍化。

*1031393908*
地域包括ケアで薬立つ4ELEMENTS 実践ガイド
京都大学医学部附属病院薬剤部編集
南山堂

医療と介護の一体改革に活躍する「近未来の薬剤師」を見据えて、薬剤師が地
域包括ケアにおいて有効利用すべき「検査値」「トレーシングレポート」「疑義照
会簡素化のプロトコル」「分割調剤」について、実例を交えて解説する。

医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎499.09 件名◎薬剤師 ■チ
276p
冊子版 978-4-525-78351-8 2020.03

*1031830193*
現場で使える新人登録販売者便利帖 症状から選ぶ OTC
医薬品
仲宗根恵
（なかそね・めぐみ）
著
翔泳社

新人登録販売者が接客をする上で必要な知識が満載 ! 店頭でよくある相談内容に
絞り、その症状の原因やメカニズム、聴き取り＆販売時のポイント等を解説。接客
のやりとりをイメージしやすい会話形式の事例も収録。メモ欄あり。

医学
同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎499.095 件名◎薬局 ナゲ 263p
冊子版 978-4-7981-5277-6 2017.11

*1031579507*
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ナースのためのくすりの事典 2020

医学

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎499.1 件名◎医薬品 ■ナ
医薬品を薬効別に分類し、一般名を50音順に記載。商品名・適応症・用法用量 45,685p
のほか、副作用、使用上の注意、看護のポイント、患者・家族への指導のポイン 冊子版 978-4-89269-993-1 2020.01
守安洋子
（もりやす・ひろこ）
著
へるす出版

原景子
（はら・けいこ）
著

トなどを収録。身につけておきたい基礎知識をQ＆A 形式でフォロー。

*1031496581*
治療薬 UP-TO-DATE 2020 ポケット判

医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎ R499.1 件名◎医薬品－便覧 ■
約9200点の医薬品に関する情報を診療科、疾患別に収載。各章冒頭では、その チ 43,1295p
領域の第一人者が、治療や薬剤処方のポイント、薬剤の特徴などを解説。見返し 冊子版 978-4-7792-2262-7 2020.01

矢崎義雄
（やざき・よしお）
監修
メディカルレビュー社

松澤佑次
（まつざわ・ゆうじ）
編集

に購入者特典ダウンロードサービスのユーザ ID・パスワード等あり。

*1032418947*
ペプチド医薬の最前線 The Front Line of Peptide Drugs

〈ファインケミカルシリーズ〉
木曽良明
（きそ・よしあき）
監修
シーエムシー出版

向井秀仁
（むかい・ひでひと）
監修

世界的にも多くの製薬企業が開発を推進しているペプチド性治療薬。ペプチド創
薬の新しい概念をはじめ、その有用性に関する39のテーマを、それぞれの分野をリー
ドする研究者たちが解説する。

そうだったのか「臨床試験」
!
のしくみと実務
安藤克利
（あんどう・かつとし）
著
南山堂

高橋和久
（たかはし・かずひさ）
監修

臨床試験とは何 ? 医薬品の開発で必要な臨床研究とは? 治験を円滑に実施するた
めの人材とは? 重篤な有害事象（SAE）とは何のこと? 臨床試験のしくみと実務に
ついて、図版を交えて解説する。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎499.3 件名◎創薬 ■ ペ 240p
冊子版 978-4-7813-0645-2 2012.11

*1030893630*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎医薬品－試験 アソ 120p
冊子版 978-4-525-20961-2 2020.08

*1032356285*
次世代医薬開発に向けた抗体工学の最前線

Frontier of Antibody Engineering for Next‐generation
Therapeutics 〈バイオテクノロジーシリーズ〉
熊谷泉
（くまがい・いずみ）
監修
シーエムシー出版

研究段階の技術も含め、最新の抗体開発技術をまとめたテキスト。次世代抗体医
薬品開発の現状と開発を支える技術基盤に関して、各分野で第一線の研究者たち
が図表を交えて解説する。

身近な
「くすり」歳時記
鈴木昶
（すずき・あきら）
著
東京書籍

屠蘇と七草、桜と月桂樹、紫蘇と薄荷、生姜と茗荷、柚子と南瓜…。古来から使
われてきた身近な「くすり」である生薬・漢方薬を、12カ月の月別にあげ、行事や気候、
文化・風習とともに歳時記として語る。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎499.5 件名◎バイオ医薬品 ■ジ
283p
冊子版 978-4-7813-0673-5 2012.12

*1030893634*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎499.8 件名◎生薬学 スミ 373p
冊子版 978-4-487-81330-8 2019.12
DL不可 EPUB

*1032267607*
内科医のための漢方製剤の使い方
118症状別選択と処方のポイント

篠原誠
（しのはら・まこと）
監修
医歯薬出版

趙基恩
（ちょう・きおん）
編著

咳から抗癌剤・放射線治療の副作用まで、臨床でよく見られる118の症状別に漢方
製剤の使い方を解説。また、常用漢方製剤の臨床応用や使用上の注意点もわかり
やすく記述する。

118

医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎499.8 件名◎漢方薬 ■ナ 305p
冊子版 978-4-263-73177-2 2017.08

*1030884486*

マンガで合格 ! アロマテラピー検定1級・2級テキスト+ 模
擬問題 スマホ問題集付き 第2版

医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
ふたば著 aiko
（あいこ）
監修
分類◎ S499.87 件名◎アロマテラピー フ
インプレス
マ 247p
本書は、かみ砕いた表現と重要箇所に絞った解説で、初心者でも無理なく学習でき 冊子版 978-4-295-00857-6 2020.03

ます。巻末に2級・1級の模擬問題を1回ずつ収録しているほか、スキマ 時間も活
用できるスマホ問題集付きで、一発合格を目指せます。

幸せを呼び込むアロマテラピー事典

直感×心理テストで導くあなたに必要な色と香り 新版

*1032464509*
医学

同時アクセス1 3,665円 + 税
同時アクセス3 9,164円 + 税
色映みほ
（しきえ・みほ）
著
分類◎499.87 件名◎アロマテラピー シ
マイナビ出版
シ 175p
香りと色は、あなたの心を映し出す鏡。カラー心理テストで、あなたにぴったりの精 冊子版 978-4-8399-6670-6 2018.07

油を導き出し、精油からのメッセージに耳を傾けてみては ? 主に心のケアに活用で
きる、精油50とセルフケアレシピ88を紹介。

臨床アロマセラピー 実践例から学ぶプロの技

*1031115600*
医学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎499.87 件名◎アロマテラピー ■
高齢者の諸疾患や症状、がん治療に伴う痛み、不眠、うつ等、看護師が日常業 リ 169p
務で遭遇する主な疾患や症状23例を取り上げ、アロマセラピーの施し方の実践例 冊子版 978-4-525-50081-8 2019.03
今西二郎
（いまにし・じろう）
著
南山堂

相原由花
（あいはら・ゆか）
著

を具体的に解説。アロマセラピーの基本事項やセルフケアも紹介する。

*1031393904*
美肌食品素材の評価と開発 Evaluation and Development of

Functional Food Materials Useful for Skin Care 〈食品シリーズ〉

山本哲郎
（やまもと・てつろう）
監修
シーエムシー出版

肌に対して様々な機能性をもつ食品を取り上げ、それぞれの開発関係者がヒトへの
有効性について解説。技術情報だけでなく、皮膚や毛髪の基本的な知識やそれら
に関する疾病、将来的に有用な再生美容に至るまでを紹介する。

どうして普通にできないの !

「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎588 件名◎食品工学 ■ビ 209p
冊子版 978-4-7813-0787-9 2013.03

*1030893645*
医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎916 件名◎発達障害－闘病記 コ
ド 147p
違和感を抱えながら普通になろうと必死に努力しては失敗を重ね、大人になってから 冊子版 978-4-7639-4013-1 2017.04

こだまちの著
協同医書出版社

「受動型」の自閉症であることを知った女性の手記。かつての自分を振り返り分析し、
自分なりの解釈を綴る。

頭が毒入りリンゴになったわかものと王国の話
土井由紀子
（どい・ゆきこ）
絵
中外医学社

岩田健太郎
（いわた・けんたろう）
作

毒入りリンゴのせいで、たくさんの人の頭がリンゴになった。ある国の王様は大臣
やセンモンカたちを呼んでカイギを開き、対策を考えるが…。感染症という現象の
奇妙さや面白さ、それに対峙する人間の様子を描いた絵本。

*1030814205*
医学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ E 件名◎感染症 ドア 31p
冊子版 978-4-498-04800-3 2010.12

*1031629232*
子どものこころと脳の発達 = The journal of child &
brain development (JCBD) 第10巻1号 (2019年 )
金芳堂

脳と神経の総合学術誌、特集『連合小児発達学研究科10周年』教育現場で子
どもの健康を預かる学校医や養護教員、スクールカウンセラーには子どものこころ
の障害に関する知識、経験、対処法に関する知識は必ずしも十分とは言えません。
本書はこのような課題の克服に取り組む皆さまのお役に立てる一冊です。

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7653-1794-8

2019

*1031137181*
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失語症の認知神経リハビリテーション
カルロ・ペルフェッティ
協同医書出版社

現在、脳のリハビリテーションとして注目されている認知神経リハビリテーションの
創始者で神経内科医である著者が、失語症、そして失行症の治療に活用するた
めの理論 ベース、そして具体的な臨床技術を解説した注目のテキスト。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7639-3055-2

2018

*1030814204*
疾患別泌尿器科の薬物療法と患者管理 ―医師・看護師・
薬剤師でつくる治療戦略―
（Uro-Lo : 泌尿器 care&cure :
みえる・わかる・ふかくなる 別冊）
北村 , 寛
メディカ出版

泌尿器科の薬物療法では、治療とケアの多様化とともに新しい薬剤が次々と開発
され、各種ガイドラインが見直されている。本書は、薬剤の特性を生かした治療
戦略と患者管理、副作用への対応について、医師・看護師・薬剤師が最新の情
報をまじえて解説する。

体幹 ―座位、起立、立位のリハビリテーション―
（片麻痺を
治療する 1）

宮本 , 省三
協同医書出版社

本書はまず、「なぜ崩れるのか」を運動学や脳科学などの知見に照らして丁寧に検
証し、体幹は上肢に比しても遜色のない繊細な知覚器官であり運動器官であること
を解き明かす。そして、その巧緻な体幹の機能を再び取り戻すために必要な丁寧
な治療（訓練）の手続きと実施上の技術を詳しく述べていく。

120

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8404-7230-2

2020

*1031983464*
医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7639-1084-4

*1030814201*

2018

