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NEW

整形外科手術イラストレイテッド シリーズ

本書は整形外科手術の教科書としてバイブル的存在に成りうる内容を
有しており、実際に手術室に持ち込んで、本書を傍らに置いて参考にし
ながらナビゲーションしてくれる整形外科手術書となっている。本書には、
使用する手術機器の使い方から手術体位、そして手技のコツや留意す
べき点、落とし穴などが鮮明な図を用いて分かりやすく丁寧に説明され
ている。整形外科の専門医や認定医、指導医、そして整形外科を目指し
ている研修医や専修医、また、手術室の看護スタッフや臨床助手の方々
にも大いに役立つ手術書である。
※以下続刊、継続してご購入いただけます

８点
合計価格
No.

書名

同時１アクセス（本体）

著編者

¥395,200

発行年

冊子版ISBN

2015

9784521732541

同時
１アクセス
（本体）

同時
３アクセス
（本体）

¥592,700

同時３アクセス（本体）

商品コード

内容紹介

最新の知識に基づく、上腕・肘・前腕の標準的な手術手技を詳述。

1 上腕・肘・前腕の手術

金谷 文則

¥60,500 ¥90,800 1022024166 手術手技のコツとピットフォールを、美しく正確なイラストと写真を
多用し、わかりやすく解説する。
高い専門性が要求される脊髄疾患の 手術手技のコツとピット

2 脊髄の手術

馬場 久敏

2014

9784521732534

¥58,100 ¥87,200 1022024167 フォールを、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解
説する。
骨盤・股関節に関する代表的な手術について、そのコツとピット

3 骨盤・股関節の手術

内藤 正俊

2012

9784521732527

¥58,100 ¥87,200 1022024168 フォールを、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解
説する。
手関節・手指に関する手術全般をほぼ網羅し、そのコツとピット

4 手関節・手指の手術

三浪 明男

2012

9784521732510

¥58,100 ¥87,200 1022024169 フォールを、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解
説する。
膝関節の手術法と手術術式を総括的にまとめたテキスト。整形

5 膝関節の手術

黒坂 昌弘

2011

9784521732503

¥50,900 ¥76,300 1022024170 外科専門医として経験が求められる手術手技の実践書として、美
しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。

6 肩関節の手術

井樋 栄二

2011

9784521732497

7 腰椎の手術

高橋 和久

2010

9784521732480

8 基本手術手技 NEW

戸山 芳昭

2017

9784521732558

肩関節の疾患や外傷に対する主な手術法についてまとめたテキ
スト。肩関節への進入法を直視下と鏡視下に分けて説明したのち、

¥43,600 ¥65,400 1022024171 代表的な手術術式を、美しく正確なイラストと写真を多用してわか

りやすく解説する。
胸腰椎移行部および腰椎・腰仙椎へのアプローチをまとめた上で、
後方除圧術、後方除圧固定術、前方除圧固定術に関する具体的
¥36,300 ¥54,500 1022024172 手術手技の詳細を、美しく正確なイラストを多用してわかりやすく
解説。
皮膚・筋・腱・骨・末梢神経・関節の手術、四肢切断術、マイクロ
サージャリー、感染症や腫瘍に対する手術、外傷治療などにおけ

¥63,000 ¥94,400 1024775777 る最も基本となる手術手技を取り上げて、写真、美しく分かりやす
いイラストを用いて解説。
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◆ その他整形外科 シリーズ
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

■最新整形外科学大系 全25巻・26冊セット

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

商品コード

¥776,000

¥1,009,000 1013970976

1 運動器の生物学と生体力学 （最新整形外科学大系 1）

中村 利孝

2008

9784521721811

¥40,000

¥52,000 1013970977

2 運動器の診断学 （最新整形外科学大系 2）

越智 隆弘

2008

9784521721910

¥39,000

¥51,000 1013970978

3

越智 隆弘

2009

9784521722016

¥42,000

¥55,000 1013970979

4 リハビリテーション （最新整形外科学大系 4）

里宇 明元

2008

9784521722115

¥43,000

¥57,000 1013970980

5 運動器の外傷学 （最新整形外科学大系 5）

糸満 盛憲

2007

9784521722214

¥39,000

¥51,000 1013970981

6 脊椎・脊髄 （最新整形外科学大系 . 手術進入法と基本手術手技 6）

戸山 芳昭

2009

9784521722313

¥40,000

¥52,000 1013970982

7 上肢 （最新整形外科学大系 . 手術進入法 7）

高岸 憲二

2008

9784521722412

¥40,000

¥52,000 1013970983

8 下肢 （最新整形外科学大系 . 手術進入法 8）

越智 光夫

2009

9784521722511

¥40,000

¥52,000 1013970984

9 周術期管理 リスク管理 疼痛管理 （最新整形外科学大系 9）

糸満 盛憲

2008

9784521722610

¥38,000

¥50,000 1013970985

10 脊椎・脊髄 （最新整形外科学大系 10）

戸山 芳昭

2008

9784521722719

¥43,000

¥57,000 1013970986

11 頚椎・胸椎 （最新整形外科学大系 11）

戸山 芳昭

2007

9784521722818

¥43,000

¥57,000 1013970987

12 胸腰椎・腰椎・仙椎 （最新整形外科学大系 12）

戸山 芳昭

2006

9784521722917

¥38,000

¥50,000 1013970988

13 肩関節・肩甲帯 （最新整形外科学大系 13）

高岸 憲二

2006

9784521723013

¥38,000

¥50,000 1013970989

14 上腕・肘関節・前腕 （最新整形外科学大系 14）

高岸 憲二

2008

9784521723112

¥40,000

¥52,000 1013970990

15 手関節・手指 （最新整形外科学大系 15A）

三浪 明男

2007

9784521723211

¥38,000

¥50,000 1013970991

16 手関節・手指 （最新整形外科学大系 15B）

三浪 明男

2007

9784521724317

¥38,000

¥50,000 1013970992

17 骨盤・股関節 （最新整形外科学大系 16）

糸満 盛憲

2006

9784521723310

¥40,000

¥52,000 1013970993

18 膝関節・大腿 （最新整形外科学大系 17）

越智 光夫

2006

9784521723419

¥38,000

¥50,000 1013970994

19 下腿・足関節・足部 （最新整形外科学大系 18）

越智 光夫

2007

9784521723518

¥42,000

¥55,000 1013970995

20 関節リウマチと類縁疾患 （最新整形外科学大系 19）

越智 隆弘

2007

9784521723617

¥40,000

¥52,000 1013970996

21 骨・軟部腫瘍および関連疾患 （最新整形外科学大系 20）

吉川 秀樹

2007

9784521723716

¥43,000

¥57,000 1013970997

22 骨系統疾患 代謝性骨疾患 （最新整形外科学大系 21）

中村 利孝

2007

9784521723815

¥40,000

¥52,000 1013970998

23 末梢神経疾患 筋疾患 循環障害 （最新整形外科学大系 22）

三浪 明男

2007

9784521723914

¥40,000

¥52,000 1013970999

24 スポーツ傷害 （最新整形外科学大系 23）

越智 光夫

2007

9784521724010

¥43,000

¥57,000 1013971000

25 小児の運動器疾患 （最新整形外科学大系 24）

藤井 敏男

2008

9784521724119

¥40,000

¥52,000 1013971001

26 高齢者の運動器疾患 （最新整形外科学大系 25）

中村 利孝

2007

9784521724218

¥38,000

¥50,000 1013971002

¥258,000

¥387,000 1016074530

運動器の治療学 （最新整形外科学大系 3）

■整形外科臨床パサージュ 全10巻
腰痛クリニカルプラクティス
1 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
膝の痛みクリニカルプラクティス
2 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
運動器画像診断マスターガイド
3 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
骨粗鬆症のトータルマネジメント
4 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
手・肘の痛みクリニカルプラクティス
5 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
軟部腫瘍プラクティカルガイド
6 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
下肢のスポーツ外傷と障害
7 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
運動器のペインマネジメント
8 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
足の痛みクリニカルプラクティス
9 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために
肩こり・頚部痛クリニカルプラクティス
10 （整形外科臨床パサージュ : 運動器専門医の外来診療と保存療法のために

※ 表示価格は税抜きです。

1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10）

山下 敏彦

2010

9784521732114

¥25,000

¥37,000 1016074531

宗田 大

2010

9784521732121

¥25,000

¥37,000 1016074532

吉川 秀樹

2010

9784521732138

¥31,000

¥46,000 1016074533

遠藤 直人

2010

9784521732145

¥27,000

¥40,000 1016074534

加藤 博之

2010

9784521732152

¥30,000

¥44,000 1016074535

吉川 秀樹

2011

9784521732169

¥28,000

¥42,000 1016074536

宗田 大

2011

9784521732176

¥30,000

¥44,000 1016074537

山下 敏彦

2011

9784521732183

¥31,000

¥46,000 1016074538

木下 光雄

2011

9784521732190

¥32,000

¥48,000 1016074539

加藤 博之

2011

9784521732206

¥31,000

¥46,000 1016074540
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