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No.2018-155 

医療の総合タイトル  

脳内環境辞典 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784944157648  

著編者名 高橋 良輔 発行年 2017年 商品コード 1025578839 

「脳内環境辞典」は、平成23～27年度の文部科学省【新学術領域研究】に選出された京都大学大学院医学研究科 
高橋良輔教授が代表を務められた脳内環境維持機構の破綻による疾患の発症もしくは疾患との関わり研究【脳内環
境】をベースに、脳関連疾患の発症及び発症に関わる鍵分子のみを抽出し、その用語解説と共にそれらが解明され
た各研究成果を1冊にまとめた最新の脳疾患研究のための用事用語辞典です。 

遺伝カウンセリングのためのコ
ミュニケーション論  
―京都大学大学院医学研究科 
遺伝カウンセラーコース講義― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784944157662  

著編者名 小杉 眞司 発行年 2016年 商品コード 1023374162 

認定遺伝カウンセラー養成校や臨床遺伝専門医、遺伝医療に携わる医師・コメディカルなどの教育・自己研鑚に役立
つテキスト。遺伝カウンセリングの幅広い領域を盛り込む。書き込み式のエクササイズも収録。 

自然治癒力を介して病気を治す。 
体にやさしい医療「再生医療」  
―これ一冊で再生医療のすべてがわかる :  
細胞を元気づけて病気を治す― 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784944157723  

著編者名 田畑 泰彦 発行年 2014年 商品コード 1016411972 

再生医療を、再生治療と治療を科学的に支える再生研究に分けてわかりやすく説明。再生治療および再生研究の具
体例、今後の再生医療に必要となる技術・方法論、さらには将来展望について述べる。 

放射線被ばくへの不安を 
軽減するために  
―医療従事者のためのカウンセリングハンドブック :  
3.11.南相馬における医療支援活動の記録― 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784944157693  

著編者名 千代 豪昭 発行年 2014年 商品コード 1016411973 

東日本大震災後、福島県南相馬市において、被ばく不安におびえる住民へのカウンセリングを行ってきた著者らが、
その活動を紹介し、カウンセリングの考え方と方法をまとめる。Q&A、参考資料なども収録。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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遺伝子医学MOOK好評配信中！  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

がん免疫療法  
―what's now and what's next?―（最新遺伝医学研究と遺伝カウンセリング 31） 

池田 裕明 2017 9784944157617 ¥17,710 ¥35,420 1025578840 

最新精神・神経遺伝医学研究と遺伝カウンセリング  
（最新遺伝医学研究と遺伝カウンセリング ; シリーズ2 別冊） 

戸田 達史 2017 9784944157655 ¥20,790 ¥41,580 1025578842 

今、着実に実り始めた遺伝子治療 ―最新研究と今後の展開―（30） 金田 安史 2016 9784944157600 ¥17,710 ¥35,420 1023374159 

最新遺伝性腫瘍・家族性腫瘍研究と遺伝カウンセリング  
（最新遺伝医学研究と遺伝カウンセリング ; シリーズ1 別冊） 

三木 義男 2016 9784944157679 ¥20,790 ¥41,580 1025578841 

iPS細胞を用いた難病研究 ―臨床病態解明と創薬に向けた研究の最新知見―（27） 中畑 龍俊 2015 9784944157570 ¥17,160 ¥34,320 1018717709 

ますます臨床利用が進む遺伝子検査 ―その現状と今後の展開そして課題―（28） 野村 文夫 2015 9784944157587 ¥17,710 ¥35,420 1018717710 

オミックスで加速するがんバイオマーカー研究の最新動向  
―リスク評価, 早期診断, 治療効果・予後予測を可能にする新しいバイオマーカー―（29） 

山田 哲司 2015 9784944157594 ¥17,710 ¥35,420 1023374158 

細胞の3次元組織化 ―その最先端技術と材料技術 : 再生医療とその支援分野(細胞研究,創
薬研究)への応用と発展のために―（別冊） 

田畑 泰彦 2014 9784944157716 ¥19,140 ¥38,280 1016411966 

いまさら聞けない「遺伝医学」 （別冊） 斎藤 加代子 2014 9784944157709 ¥12,210 ¥24,420 1016411967 

次世代ペプチド医薬創製 （別冊） 赤路 健一 2014 9784944157686 ¥9,900 ¥19,800 1016411968 

脳内環境 ―維持機構と破綻がもたらす疾患研究―（26） 高橋 良輔 2014 9784944157563 ¥17,160 ¥34,320 1018717708 

最新生理活性脂質研究 ―実験手法, 基礎的知識とその応用―（24） 青木 淳賢 2013 9784944157549 ¥17,600 ¥35,200 1016411955 

エピジェネティクスと病気 （25） 中尾 光善 2013 9784944157556 ¥17,600 ¥35,200 1016411956 

細胞死研究の今 ―疾患との関わり, 創薬に向けてのアプローチ―（別冊） 辻本 賀英 2013 9784944157730 ¥8,250 ¥16,500 1016411965 

ここまで広がるドラッグ徐放技術の最前線  
―古くて新しいドラッグデリバリーシステム(DDS)―（別冊） 

田畑 泰彦 2013 9784944157747 ¥18,920 ¥37,840 1023374161 

ナノバイオ技術と最新創薬応用研究 （20） 橋田 充 2012 9784944157501 ¥17,050 ¥34,100 1016411951 

最新ペプチド合成技術とその創薬研究への応用 （21） 木曽 良明 2012 9784944157518 ¥17,600 ¥35,200 1016411952 

最新疾患モデルと病態解明, 創薬応用研究, 細胞医薬創製研究の最前線 ―最新疾患モデル
動物, ヒト化マウス, モデル細胞, ES・iPS細胞を利用した病態解明から創薬まで―（22） 

戸口田 淳也 2012 9784944157525 ¥17,600 ¥35,200 1016411953 

臨床・創薬利用が見えてきたmicroRNA （23） 黒田 雅彦 2012 9784944157532 ¥17,380 ¥34,760 1016411954 

トランスポートソーム生体膜輸送機構の全体像に迫る ―基礎,臨床,創薬応用研究の最新成
果―（19） 

金井 好克 2011 9784944157495 ¥17,600 ¥35,200 1016411950 

ペプチド・タンパク性医薬品の新規DDS製剤の開発と応用 （別冊） 山本 昌 2011 9784944157778 ¥17,600 ¥35,200 1016411962 

遺伝カウンセリングハンドブック （別冊） 福嶋 義光 2011 9784944157761 ¥24,530 ¥49,060 1016411963 

最新創薬インフォマティクス活用マニュアル （創薬研究シリーズ 別冊） 奥野 恭史 2011 9784944157754 ¥14,190 ¥28,380 1016411964 

事例に学ぶ。実践、臨床応用研究の進め方 （17） 川上 浩司 2010 9784944157471 ¥17,050 ¥34,100 1016411948 

創薬研究への分子イメージング応用 （18） 佐治 英郎 2010 9784944157488 ¥17,050 ¥34,100 1016411949 

創薬技術の革新 ―マイクロドーズからPET分子イメージングへの新展開―（別冊） 杉山 雄一 2010 9784944157808 ¥17,600 ¥35,200 1016411960 

はじめての臨床応用研究  
―本邦初!!よくわかるアカデミアのための臨床応用研究実施マニュアル―（別冊） 

川上 浩司 2010 9784944157785 ¥10,450 ¥20,900 1016411961 

薬物の消化管吸収予測研究の最前線 （別冊） 山下 伸二 2010 9784944157815 ¥9,900 ¥19,800 1023374160 

ますます重要になる細胞周辺環境 (細胞ニッチ) の最新科学技術 （別冊） 田畑 泰彦 2009 9784944157846 ¥18,480 ¥36,960 1016411959 

細胞移植治療に用いる細胞とその周辺科学・技術 （進みつづける細胞移植治療の実際 : 再
生医療の実現に向けた科学・技術と周辺と要素の理解 ; 上巻 別冊） 

田畑 泰彦 2008 9784944157860 ¥17,050 ¥34,100 1016411957 

細胞移植治療の現状とその周辺環境 （進みつづける細胞移植治療の実際 : 再生医療の実
現に向けた科学技術と周辺と要素の理解 ; 下巻 別冊） 

田畑 泰彦 2008 9784944157877 ¥17,050 ¥34,100 1016411958 

31冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥518,540 ¥1,037,080 
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