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書名 著編者名 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 

画像診断技術 ―どこまですすんでいるか,限界と可能性―（No.38） 中村 孝志 2000 9784524277384 ¥15,950  ¥23,925  1022312525 

人工股関節の再置換・再手術の現況 （No.39） 二ノ宮 節夫 2001 9784524277391 ¥15,950  ¥23,925  1022312526 

整形外科手術の周術期管理 （No.40） 四宮 謙一 2001 9784524277407 ¥15,950  ¥23,925  1022312527 

四肢骨折治療に対する私の工夫 （No.41） 高岡 邦夫 2002 9784524277414 ¥16,500  ¥24,750  1022312528 

変形性膝関節症および周辺疾患 （No.42） 石井 良章 2002 9784524277421 ¥16,500  ¥24,750  1022312529 

骨・軟部腫瘍の診断と治療 ―21世紀への展開―（No.43） 中村 孝志 2003 9784524277438 ¥16,500  ¥24,750  1022312530 

私のすすめる診療機械・器具 （No.44） 二ノ宮 節夫 2003 9784524277445 ¥16,500  ¥24,750  1022312531 

脊柱靭帯骨化症 ―病態解明と治療の最前線―（No.45） 四宮 謙一 2004 9784524277452 ¥16,500  ¥24,750  1022312532 

関節不安定性と靭帯再建 ―適応・手技・成績―（No.46） 高岡 邦夫 2004 9784524277469 ¥16,500  ¥24,750  1022312533 

骨・軟骨移植 ―最近の知見―（No.47） 岩本 幸英 2005 9784524277476 ¥16,500  ¥24,750  1022312534 

骨壊死 ―最新の診断と治療―（No.48） 中村 孝志 2005 9784524277483 ¥16,500  ¥24,750  1022312535 

末梢神経障害の基礎と治療戦略 （No.49） 長野 昭 2006 9784524277490 ¥16,500  ¥24,750  1022312536 

脊椎疾患における鑑別診断と治療法選択の根拠 （No.50） 四宮 謙一 2006 9784524277506 ¥16,500  ¥24,750  1022312537 

整形外科office‐based surgery ―1人でできるテクニック―（No.51） 高岡 邦夫 2007 9784524277513 ¥16,500  ¥24,750  1022312538 

高齢者骨折に対する私の治療法 （No.52） 岩本 幸英 2007 9784524277520 ¥16,500  ¥24,750  1022312539 

変形性関節症 ―最近の知識―（No.53） 中村 孝志 2008 9784524277537 ¥17,050  ¥25,575  1022312540 

上肢の外科 ―最近の進歩―（No.54） 長野 昭 2008 9784524277544 ¥17,050  ¥25,575  1022312541 

創外固定の原理と応用 ―基礎から新しい臨床展開まで―（No.55） 四宮 謙一 2009 9784524277551 ¥17,050  ¥25,575  1022312542 

関節周辺骨折 ―最近の診断・治療―（No.56） 高岡 邦夫 2009 9784524277568 ¥17,050  ¥25,575  1022312543 

股関節疾患の治療 ―up-to-date―（No.57） 岩本 幸英 2010 9784524277575 ¥17,050  ¥25,575  1022312544 

肩関節・肩甲帯部疾患 ―病態・診断・治療の現状―（No.58） 長野 昭 2010 9784524277582 ¥17,050  ¥25,575  1022312545 

運動器疾患に対する最小侵襲手術 （No.59） 四宮 謙一 2011 9784524277599 ¥17,325  ¥25,987  1022312546 

骨粗鬆症 ―新たなる骨折を防ぐ最新の治療戦略―（No.60） 遠藤 直人 2011 9784524277605 ¥17,325  ¥25,987  1022312547 

難治性骨折に対する治療 （No.61） 星野 雄一 2012 9784524277612 ¥17,325  ¥25,987  1022312548 

運動器疾患の画像診断 （No.62） 越智 光夫 2012 9784524277629 ¥17,325  ¥25,987  1022312549 

腰椎疾患 ―up-to-date―（No.63） 大川 淳 2013 9784524277636 ¥17,325  ¥25,987  1022312550 

小児整形外科疾患診断・治療の進歩 （No.64） 岩本 幸英 2013 9784524277643 ¥17,325  ¥25,987  1022312551 

人工関節置換術 ―最新の知見―（No.65） 遠藤 直人 2014 9784524277650 ¥17,325  ¥25,987  1022312552 

整形外科の手術手技 ―私はこうしている―（No.66） 星野 雄一 2014 9784524277667 ¥17,325  ¥25,987  1022312553 

変形性膝関節症の診断と治療 （No.67） 越智 光夫 2015 9784524277674 ¥17,325  ¥25,987  1022312554 

整形外科領域における移植医療 （No.68） 大川 淳 2015 9784524277681 ¥17,325  ¥25,987  1022312555 

足関節・足部疾患の最新治療 （No.69） 松田 秀一 2016 9784524277698 ¥17,325  ¥25,987  1025356545 

骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療 その1 （No.70） 遠藤 直人 2016 9784524277704 ¥17,325  ¥25,987  1025356546 

骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療 その2 （No.71） 遠藤 直人 2017 9784524277711 ¥17,325  ¥25,987  1027509736 

高齢者(75歳以上)の運動器変性疾患に対する治療 （No.72） 竹下 克志 2017 9784524277728 ¥17,325  ¥25,987  1027509737 

スポーツ傷害の予防・診断・治療 （No.73） 安達 伸生 2018 9784524277735 ¥17,325  ¥25,987  1028304355 

しびれ・痛みに対する整形外科診療の進歩 （No.74） 大川 淳 2018 9784524277742 ¥17,325  ¥25,987  1029312018 

整形外科診療における最先端技術 （No.75） 松田 秀一 2019 9784524277759 ¥17,875  ¥26,812  1030884471 

運動器疾患に対する保存的治療 （No.76） - 2019 9784524277766 ¥17,875  ¥26,812  1030884472 

別冊整形外科 39巻揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥661,100 

同時3アクセス(本体)：¥991,641 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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皮膚疾患最新の治療 2017-2018 

同時1アクセス（本体） ¥22,550 

同時3アクセス（本体） ¥33,825 

冊子版ISBN 9784524254163  

著編者名 渡辺 晋一 発行年 2017 商品コード 1030884465 

各疾患の基本的治療方針、処方の実際から生活指導までを具体的に記し、最新の知見、治療にかかわるトピックスをわかり
やすく紹介・解説。巻末には薬剤・治療手技一覧を収載。巻頭トピックスは「ヒドロキシクロロキン製剤による皮膚ループスエリ
テマトーデスの適正使用の手引き」「保育所・学校における感染症」のほか、各種「診療ガイドラインの検証」など注目度の高
い内容を取り上げ掲載。 

腎疾患・透析最新の治療 2017-2019 

同時1アクセス（本体） ¥24,750 

同時3アクセス（本体） ¥37,125 

冊子版ISBN 9784524254217  

著編者名 山縣 邦弘 発行年 2017 商品コード 1030884466 

3年ごとの定期刊行で、腎臓内科医・外科医・泌尿器科医・透析医および一般臨床医のために、腎疾患治療・透析の最新情
報を掲載。新たに「目からウロコの豆知識」「困ったときの治療の奥の手」「治療のご法度！」を随所に盛り込み、巻末には「薬
剤一覧表」を収載。巻頭トピックスを含め本領域における最前線を解説する実臨床に役立つ一冊。 

消化器疾患最新の治療 2017-2018 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784524254194  

著編者名 小池 和彦 発行年 2017 商品コード 1030884467 

年々進歩する消化器疾患における治療方針と最新の情報を簡潔に提供。巻頭トピックスでは「高度肥満症に対する治療」
「胃癌薬物療法の新たな展開」「糞便微生物移植法」「インターフェロンフリー時代のC型肝炎治療」など、話題の11テーマを
取り上げた。各論では、各疾患における主要な治療法はもちろん、「患者への説明ポイント」や「トピックス」はじめ治療におけ
る豆知識や禁忌などのコラムを豊富に掲載した。 

循環器疾患最新の治療 2018-2019 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784524252183  

著編者名 永井 良三 発行年 2018 商品コード 1030884468 

最新情報と治療方針を整理し、簡潔にまとめた「最新の治療」シリーズの循環器疾患版。巻頭トピックスでは、「心構造疾患
(structural heart disease)に対するカテーテルインターベンション」「心不全の新たなカテゴリー－heart failure with mid-range 
ejection fraction(HFmrEF)への対処」「PCSK9阻害薬による新たな脂質異常症管理」「がんと心疾患－腫瘍循環器学(onco-
cardiology)とは」など注目のテーマを12題取り上げた。 

産科婦人科疾患最新の治療 2016-2018 

同時1アクセス（本体） ¥23,375 

同時3アクセス（本体） ¥35,062 

冊子版ISBN 9784524258499  

著編者名 吉川 史隆 発行年 2016 商品コード 1030884469 

産科婦人科領域の最新情報と治療方針を疾患別にコンパクトに解説。巻頭トピックスでは、「産科婦人科領域のガイドライン・
管理指針解説」「内視鏡外科技術認定取得のポイント」「産科救急のピットフォール」などの15の注目テーマをレビュー。各論
では日常診療の指針となる治療の実際をフローチャート付きで解説し、具体的な処方例も紹介。パソコンや各種デバイスで
読める便利なオンラインアクセス権付き。 

呼吸器疾患最新の治療 2016-2018 

同時1アクセス（本体） ¥27,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784524258345  

著編者名 杉山 幸比古 発行年 2016 商品コード 1030884470 

最新情報と治療方針を整理し、簡潔にまとめた「最新の治療」シリーズの呼吸器版。巻頭トピックスでは、「高速シークエン
サーと疾患診断技術開発」「生物学的製剤と呼吸器疾患」「中東呼吸器症候群（MERS）」などの注目テーマを取り上げた。各
論では治療方針、処方の実際から患者管理、生活指導までを具体的に記すとともに、治療に関する最新の知見を紹介し、
呼吸器診療のすべてを網羅する。 
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