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<内容>
実際に即した医学教育ならびに診療に資するため、「臨床寄生虫学図譜」の中から
代表的なものを選び、講義、実習あるいは診断上に役立たせることを目的として
「スライド集」を編集。およそ 400 枚の寄生虫病のほぼ全般にわたる分野を掲載。

【新染色体異常アトラス】

【爪疾患カラ−アトラス】

<内容>

<内容>

染色体検査は、従来、先天性染色体異常者お
よび保因者の検索に用いられてきたが、近年
の分子生物学の発展は著しく、（１）悪性腫
瘍や白血病の診断および経過観察、（２）出
生前診断、（３）不妊・習慣性流産の原因検
査などへも広く適応されている。総論では、
染色体検査の実際と研究方法を解説。各論で
は、わが国で発見された染色体異常約１７０
症例を収録した。

５００余枚の見事なカラー写真を配したアト
ラス。爪の疾患には（１）全身疾患に伴うも
の、（２）皮膚疾患の部分現象、（３）爪甲だ
けの変化によるものがあるが、特に（１）や
（２）については全身の健康状態のバロメー
ターとも一般に受けとられている。本書は、
皮膚科医のみならず内科・小児科などの一般
臨床医にとっても診療の際の必携の書。

【部位別皮膚病カラ−アトラス ―診断と治療―】

【ビドロ−解剖アトラス】

<内容>

<内容>

部位別の構成を特長とする皮膚病アトラス。
３００余の疾患を頭部をはじめとする１９の
部位に分けて整理した。一つの疾患が複数の
部位に好発する場合は、それぞれの部位に写
真と解説を入れた。また他の好発部位とその
参照頁も載せてあるので、部位を手がかりに
診断に結びつける際の参考となる。アトラス
の生命である写真は、ベストのものを選んだ。

科学者ビドローと、画家ライレッセの、協力
作業の産物である『ビドローの１０５図の人
体解剖学』（１６８５年）の復刻版。ヴェサリ
ウスの『ファブリカ』（１５４３年）以後、
１９世紀の解剖学書のラッシュが始まるまで
の空白期における最高最大の解剖図譜で、
ファブリカの木版画に対して、これは銅版技
術を駆使した、格段に精巧な図である。

【人体構造論抄 ―ヴェサリウスの the Epitome―】
<内容>
「医学語源の宝庫」、「美術解剖の先駆」と称された、近代医学の祖Ａｎｄｒｅａｓ
Ｖｅｓａｌｉｕｓのｔｈｅ Ｆａｂｒｉｃａ（構造）とｔｈｅ Ｅｐｉｔｏｍｅ
（梗概）の出版から４５０周年を迎え、記念してＥｐｉｔｏｍｅの原著を邦訳。さ
らに訳者解説と索引を付した。医学解剖学書の古典中の古典として、学生をはじめ、
医学分野のみならず自然科学全般につながるすべての方々へ送る必読の書。

※ 発行年、ISBN はプリント版の情報です
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【名画の医学】

【名画と痛み】
<内容>

<内容>

著者自らが選んだ和洋の名画を鑑賞しながら、
その絵が描かれた時代に生きた人々の姿や、
後世に続く現代医学の進歩をかいまみること
で病気のメカニズムを読みとれる。前半では、
わが国の「病草紙」より９項目、後半では、
ヨーロッパの近代絵画より１７項目を取り
上げた。かなり専門的な内容も書き込まれ、
学生、医師の知識の再確認もできる構成。医師・
学生だけでなく、コメディカルや一般読者に
向けた。楽しみながら学べる書。

書名

人間のもっとも基本的な体験である痛みを、
最新の分子生物学や臨床医学を織り込みつ
つ、フリーダ・カーロやマックス・エルンス
ト、ヒエロニムス・ボスなどの名画を楽しみ
つつ医学的に学ぶ。９９年刊「名画の医学」
の続編。

著編者

名画と痛み

横田, 敏勝

発行年

ISBN/ISSN

2002

9784524235292

同時
１アクセス
¥13,000

同時
３アクセス

商品コード

¥19,500 1013688032

名画の医学

横田, 敏勝

1999

9784524220168

¥13,800

¥20,700 1013688033

新染色体異常アトラス

阿部, 達生

1997

9784524202287

¥44,000

¥66,000 1013688035

人体構造論抄 ―ヴェサリウスのthe Epitome―

ヴェサリウス

1994

9784524208371

¥11,300

¥16,900 1013688038

ビドロー解剖アトラス

G. Bidloo

1995

9784524209934

¥15,600

¥23,400 1013688039

臨床寄生虫学スライド ―電子版―

山口, 富雄

1979

9784524218912

¥412,500

¥618,800 1013688034

¥132,000

¥198,000 1016424380

■エキスパートをめざす循環器診療 （全6巻・分売不可）
心不全・ショック （エキスパートをめざす循環器診療 1）

増山, 理

2006

9784524240654

-

-

不整脈 （エキスパートをめざす循環器診療 2）

井上, 博

2006

9784524240661

-

-

虚血性心疾患 （エキスパートをめざす循環器診療 3）

井上, 博

2006

9784524240920

-

-

弁膜疾患, 心筋・心膜疾患 （エキスパートをめざす循環器診療 4）

磯部, 光章

2006

9784524240937

-

-

高血圧,肺循環,脳血管障害,動脈・静脈疾患 （エキスパートをめざす循環器診療 5）

檜垣, 實男

2007

9784524240944

-

-

先天性心疾患,全身疾患と心血管異常 （エキスパートをめざす循環器診療 6）

代田, 浩之

2007

9784524240951

-

-

爪疾患カラーアトラス

西山, 茂夫

1993

9784524266791

¥40,200

¥60,200 1013688036

部位別皮膚病カラーアトラス ―診断と治療―

西山, 茂夫

1996

9784524202393

¥68,800

¥103,200 1013688037

¥88,000

¥132,000 1016424379

下腿と足の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 1）

高倉, 義典

1996

9784524202621

-

-

膝と大腿部の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 2）

鳥巣, 岳彦

1996

9784524202614

-

-

肘と手・手関節の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 3）

中村, 蓼吾

1997

9784524202577

-

-

股関節の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 4）

岩崎, 勝郎

1998

9784524202591

-

-

肩の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 5）

三笠, 元彦

1998

9784524202553

-

-

腰背部の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 6）

山本, 博司

1999

9784524202584

-

-

頚部の痛み （整形外科痛みへのアプローチ 7）

河合, 伸也

1999

9784524202560

-

-

■整形外科痛みへのアプローチ （全7巻・分売不可）

※ 発行年、ISBN はプリント版の情報です
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