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No.2018-226 

編集：日本臨床整形外科学会 

同時1アクセス（本体） ¥29,040 

同時3アクセス（本体） ¥43,560 

冊子版ISBN 9784521745381 

発行年 2017年 

商品コード 1026552177 

運動器スペシャリストのための 

整形外科保存療法実践マニュアル 

整形外科の保存療法について部位別に分類し、

来院した患者がどの部位に主訴があるか、そこ

からどのように診断治療すればよいかを解説。

「運動器検診」の項目も収載。 

 

運動器スペシャリストのための 
           整形外科外来診療の実際 

同時1アクセス（本体） ¥24,200 

同時3アクセス（本体） ¥36,300 

冊子版ISBN 9784521739618  

著編者名 日本臨床整形外科学会 発行年 2014年 商品コード 1026552176 

整形外科の外来診療においてすぐに実践できる診察、治療のノウハウ、テクニックを具体的に解説。「患者説
明・クレーマー対策」として、様々なトラブル症例とその対応も紹介する。 

運動器局所解剖アトラス 

同時1アクセス（本体） ¥36,300 

同時3アクセス（本体） ¥54,450 

冊子版ISBN 9784521743301  

著編者名 越智隆弘 戸山芳昭 発行年 2016年 商品コード 1019588318 

《最新整形外科学大系》で高い評価を得た精緻で美しいカラーイラストを全頁に配して構成する臨床解剖アトラ
ス。外来での患者説明にも役立つよう、運動器疾患の臨床をふまえた局所解剖のイラストを随所に収載する。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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整形外科臨床パサージュ（全10巻）  

全10巻セット 
同時1アクセス（本体）：  ¥257,400 商品コード

1016074530 同時3アクセス（本体）：  ¥386,100 

【特色】 ①運動器総合医としての整形外科専門医がカバーすべき実践的なテーマをわかりやすく解説  
      ②外来診療に必須の診断・鑑別の手順，治療方針の決定，保存療法を重視  
      ③診断および治療の進め方を可能な限りフローチャートを用いて視覚的に提示  
      ④患者の年齢・ニーズに応じた目標設定など，実践に役立つ記述  
      ⑤患者への説明の際にも活用できるよう，見やすさ，読みやすさに配慮  

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 

1 腰痛クリニカルプラクティス 山下 敏彦 2010 9784521732114 ¥24,200 ¥36,300 1016074531 

2 膝の痛みクリニカルプラクティス 宗田 大 2010 9784521732121 ¥24,200 ¥36,300 1016074532 

3 運動器画像診断マスターガイド 吉川 秀樹 2010 9784521732138 ¥30,250 ¥45,430 1016074533 

4 骨粗鬆症のトータルマネジメント 遠藤 直人 2010 9784521732145 ¥26,620 ¥39,930 1016074534 

5 手・肘の痛みクリニカルプラクティス 加藤 博之 2010 9784521732152 ¥29,040 ¥43,560 1016074535 

6 軟部腫瘍プラクティカルガイド  吉川 秀樹 2011 9784521732169 ¥27,830 ¥41,800 1016074536 

7 下肢のスポーツ外傷と障害 宗田 大 2011 9784521732176 ¥29,040 ¥43,560 1016074537 

8 運動器のペインマネジメント 山下 敏彦 2011 9784521732183 ¥30,250 ¥45,430 1016074538 

9 足の痛みクリニカルプラクティス 木下 光雄 2011 9784521732190 ¥31,460 ¥47,190 1016074539 

10 肩こり・頚部痛クリニカルプラクティス 加藤 博之 2011 9784521732206 ¥30,250 ¥45,430 1016074540 

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 

運動器疾患 （コメディカルのための最新医学講座 第18巻） 中村 利孝 2005 9784521624518 ¥17,800 ¥26,700 1011046302 

リハビリテーション・運動療法 
 （コメディカルのための最新医学講座 第27巻） 

岡島 康友 2002 9784521622712 ¥21,300 ¥31,900 1011046311 

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 ¥39,600 ¥51,700 1013970977 

運動器の診断学 （最新整形外科学大系 2） 越智 隆弘 2008 9784521721910 ¥38,500 ¥50,600 1013970978 

運動器の治療学 （最新整形外科学大系 3） 越智 隆弘 2009 9784521722016 ¥41,800 ¥55,000 1013970979 

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 ¥42,900 ¥56,100 1013970980 

運動器の外傷学 （最新整形外科学大系 5） 糸満 盛憲 2007 9784521722214 ¥38,500 ¥50,600 1013970981 

小児の運動器疾患 （最新整形外科学大系 24） 藤井 敏男 2008 9784521724119 ¥39,600 ¥51,700 1013971001 

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 ¥37,400 ¥49,500 1013971002 

筋肉(骨格筋) （現代病理学大系 . 運動器 第21巻A） 桧澤 一夫 1992 9784521362915 ¥41,500 ¥55,000 1014004989 

骨・軟骨 ; 関節・脊柱 （現代病理学大系 . 運動器 第21巻B） 飯島 宗一 1993 9784521363011 ¥41,500 ¥55,000 1014004990 

わかりやすいリハビリテーション 岡島 康友 2013 9784521737683 ¥9,460 ¥14,190 1018235650 

今日からなれる!評価の達人 ―リハビリテーション・ポケットナビ― 玉木 彰 2015 9784521741536 ¥7,744 ¥11,616 1022024305 

中山書店 運動器関連書タイトル 
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