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第5版 スタンダード免疫学（※） 
小林 芳郎・ 
笠原 忠 編著 

2018年 9784621303382  ¥10,560 ¥15,840 1029502816 

理学、薬学をはじめ、生物理工など医学周辺領域の多くの分野で活用でき、コンパクトでわかりやすいと定評のある教科書の改訂版。学生が
最低限身につけておくべき必要な、重要な知見を厳選し、簡潔に解説した。基本となる免疫の仕組みを分子レベルで理解することにより、臨床
との関連を知ることができる。「コアカリ」のキーワードも網羅。 

臨床工学技士のための臨床実習が楽しくな
る本（※） 

髙橋 純子 編著 
工藤 元嗣 ・  
中島 章夫 ・  
松浪 可織 著 

2018年 9784621303245  ¥5,940 ¥8,910 1029161114 

多くの学生が緊張と不安を抱く臨床実習を楽しんで乗り越えるためのガイドブック。実習前から実習後の経過を順にたどりながら、何のために
実習へ行くのか、実習内容に応じた目的・目標、教科書にはない現場ならではの実習業務のポイント、メモやレポートの書き方から、患者をは
じめ実習指導者とのコミュニケーションの構築、困ったときの乗り切り方など、医療従事者としての自覚と、臨床工学技士として身につけなけれ
ばならない基本を簡潔にまとめた臨床工学技士を目指す学生待望の臨床実習書。 

生命科学・医療系のための情報リテラシー 
―情報検索からレポート,研究発表まで― 
第3版 （※） 

飯島 史朗・石川 さと
子 著 

2018年 9784621302934  ¥9,900 ¥14,850 1028063242 

生命科学・医療系の大学・大学院で必要な情報をまとめた書籍。Word、Excel、PowerPointなどの主要ソフトの使い方から、ChemBioDraw、
Accelrys Drawでの化学構造式の描画、情報検索とその信憑性の判断、情報倫理と情報セキュリティ、実験データの整理、論文の作成、学会発
表の準備まで、「調べて、まとめて、発表する」ために必要なスキルを身につけることができる。同書名第2版を、Window 10対応でバージョン
アップした改訂版。 

対話のことば―オープンダイアローグに学ぶ
問題解消のための対話の心得（※） 

井庭 崇 著 
長井 雅史 著 

2018年 9784621303146  ¥4,290 ¥6,435 1028506665 

オープンダイアローグは精神疾患の治療法のひとつで、対話によって抱えている問題を解消することを目指しています。本書はその対話のエッ
センスを、普段の思考や会話、対話に取り入れられるように、パターン・ランゲージを用いた30の「ことば」で紹介しています。 

プラクティカル解剖実習 脳 千田隆夫・小村一也著  2012年 9784621086148  ¥14,190 ¥21,285 1025226093 

脳を包括的に理解することを目標に据えて、作業の途中経過を、多くの簡潔明瞭な図と写真によって示す。 

プラクティカル解剖実習  
四肢・体幹・頭頸部（※） 

千田隆夫・小村一也著  2017年 9784621301401  ¥27,390 ¥41,085 1025193946 

プラクティカルに徹した新時代のカラー版解剖実習の手引書。「脳」に続く「体幹・四肢・頭頸部」編。 

耳科学アトラス 第4版—形態と計測値—（※） 
野村恭也・原田勇彦・ 
平出文久・小林一女・ 
木村百合香著  

2017年 9784621301913  ¥62,700 ¥94,050 1025881784 

9年ぶりの改訂・第4版。「耳科学分野の古典」生まれ変わる。 
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終末期医療を考えるために―検証･オラ
ンダの安楽死から 

盛永審一郎著  
ベイツ裕子編  

2016年 9784621301142  ¥8,580 ¥12,870 1024118017 

日本の終末期医療のあるべき姿を考える。 

脳はいかにして数学を生みだすのか 武田 暁著 2016年 9784621301029  ¥10,560 ¥15,840 1024118016 

数を認知し、抽象化して統合し推論する脳の機能とは。 

教養としての生命倫理（※） 
村松 聡・松島哲久・ 
盛永審一郎編  

2016年 9784621300244  ¥8,580 ¥12,870 1020782149 

生命倫理こそ、現代を代表する倫理と考える一冊。 

医学の歴史 
（サイエンス・パレット 029） （※） 

William Bynum著  
鈴木晃仁・鈴木実佳訳  

2015年 9784621089422  ¥3,300 ¥4,950 1020083614 

古代から現代に至る“西洋医学”の歴史。 

膠原病学 ―免疫学・リウマチ性疾患の理
解のために―改訂6版 （※） 

塩沢俊一著 2015年 9784621089453  ¥49,500 ¥74,250 1019315056 

免疫学と臨床免疫学を対等に見据えた、新しい時代の膠原病学テキスト 

SJF関節ファシリテーション 第2版 （※） 宇都宮初夫編 2014年 9784621088456  ¥18,150 ¥27,225 1019315055 

豊富な写真と図版を多用し、SJF治療技術を網羅した実践書 

極論で語る神経内科 （※） 
河合 真著  
香坂 俊監修  

2014年 9784621088524  ¥10,560 ¥15,840 1019315057 

神経内科の真髄を『極論』でズバリ解説！ 

看護過程から理解する看護診断 改訂2
版（※） 

滝島紀子著 2016年 9784621300183  ¥7,920 ¥11,880 1023846030 

看護診断を行えるようにするには「看護過程」の理解が早道です。 

健康・医療の情報を読み解く  
―健康情報学への招待― 第2版 
（京大人気講義シリーズ） 

中山健夫著  2014年 9784621087329  ¥4,400 ¥6,600 1015826201 

身の回りのあふれる情報との上手な付き合い方とは？ 

伊東毒性病理学 高橋道人・福島昭治編  2013年 9784621086421  ¥61,600 ¥92,400 1013867157 

毒性病理学を体系的にまとめたこの分野の必須の書 

生命と医療の倫理学  第2版 
（現代社会の倫理を考える 2） 

伊藤道哉編著   2013年 9784621086728  ¥4,400 ¥6,600 1013312287 

医療倫理に関する国際規定、宣言、ガイドラインを集めた資料集。 

機能性食品の作用と安全性百科 
上野川修一・清水俊雄・ 
清水 誠・鈴木英毅編  

2012年 9784621085523  ¥39,600 ¥59,400 1011227121 

機能性食品の有効性と安全性を、信頼のおける文献をもとに解説。 

不明熱を減らすための外来発熱診療ガイ
ド ―症候別の診かた・考えかた― 

大滝純司監修  
中村 造・赤石 雄編 

2012年 9784621085899  ¥7,920 ¥11,880 1011601617 

一次医療機関の外来での発熱と種々の症候に対する診療マニュアル。 

■ストレス百科事典 全5巻セット 
（分売不可） 

ストレス百科事典翻訳刊
行委員会編  

2009年 9784621081112  ¥440,000 ¥660,000 1012467710 

不安神経症、うつ病、ＰＴＳＤ等のストレス関連疾患から日常生活で生じるストレスまで網羅する、定評あるリファレンスの待望
の翻訳。 


