NEW ARRIVALS
2018年12月～電子書籍新刊･新着案内～
Maruzen eBook Libraryは学術機関向けに和書の電子書籍を提供するプラットフォームです。
資料No.201812_M

<医学・コメディカル>
凡例

表紙画像

分野名

電子書籍の書名

底本ISBN

そこに山があるから

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
￥12,000（+税）
学術・3アクセス
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2018年12月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／Mail：ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間 9：00～17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

新刊タイトル
冊子の刊行から半年以内の新刊タイトルが
さっそく Maruzen eBook Library に追加されます!!
医学
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
重症小児患者ケアガイドブック
¥11,550(＋税)
学術・3アクセス
9784883786671
著編者名
三浦, 規雅
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1028748756
小児集中治療室のみならず，成人集中治療室に入院する重症小児患者のケアの指針として活用でき，実践
的なケアが学べます．

医学
分 野
¥6,160(＋税)
学術・1アクセス
解剖トレーニングノート 第7版
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784871634946
著編者名
竹内, 修二
底本ISBN
出版社
医学教育出版社
底本発行年
2018年 商品コード 1028391622
すべての医療系学生が通る道！ 超定番の解剖ノートで実力をつける。解剖系サブテキストで実績No.1の『解
剖トレーニングノート』。第6版の内容をブラッシュアップし、さらに見やすくしました。穴埋め問題を解きながら、
自然と覚える・身につく。自分だけの解剖ノートに仕上げるのもおすすめの使い方。

分 野

2019管理栄養士国家試験過去問解説集 ―
学術・1アクセス
<第28回～第32回>5年分徹底解説―

医学

¥6,600(＋税)
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784805857205
著編者名
管理栄養士国試対策研究会
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397425
５年分の国家試験問題全1000問を収載した過去問題集。第３２回試験は、実際の試験をシミュレーションでき
るよう出題順に掲載。第２８回～第３１回試験は、出題基準に対応させ問題を分類・再構成した。出題頻度や
出題傾向がわかる一冊。

分 野

認知症の看護ケア （精神科ナースのアセス
学術・1アクセス
メント&プランニングbooks）

医学

¥5,500(＋税)
¥8,250(＋税)
学術・3アクセス
9784805855416
著編者名
日本精神科看護協会
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397426
※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 アセスメントから看護計画立案、ケアの展
開までを解説する精神科看護シリーズ。本巻のテーマは「認知症」。より豊かな看護を提供するために、認知
症ケアの“病気”ではなく、“人”にアプローチする視点を紹介。豊富な事例から、臨床で役立つ技術を学ぶこと
ができる。※図表の一部にマスク処理をかけています。

社会
分 野
¥7,480(＋税)
学術・1アクセス
¥11,220(＋税)
学術・3アクセス
9784805857236
著編者名
全国訪問看護事業協会
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397429
訪問看護ステーションの運営に必要な介護報酬と診療報酬について、それぞれの算定要件や手続き等を概
要やＱ＆Ａで解説する。平成３０年度の介護報酬・診療報酬改定のポイントや訪問看護の具体的な算定例、約
５００項目のＱ＆Ａを収録した、初任者からベテランまで必携の一冊。

訪問看護実務相談Q&A （平成30年版）

2018/12/13 現在

医学
分 野
¥7,040(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784805857328
著編者名
今川 詢子
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397436
各機能障害について、総論としてメカニズム、原因・症状、病態関連図、考えられる問題点、目標・成果、援助
方法を明示。各論として術後等の状況設定別に、「呼吸・循環・生体防御」について看護の思考プロセス、病態
関連図、看護計画を解説した。実習に最適なガイド。

呼吸/循環/生体防御機能障害 （機能障害
からみる看護過程 1）

分 野
坐骨神経痛 ―正しい対処で、つらい症状を
克服する―（ウルトラ図解 : オールカラー家 学術・1アクセス
庭の医学）
学術・3アクセス

医学

¥1,320(＋税)
¥3,960(＋税)
9784865134452
著編者名
久野木, 順一
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年
2018年 商品コード 1028650424
若い人から高齢者まで、多くの人を悩ます坐骨神経痛の正しい理解と対処法

分 野

女性のがんと外見ケア ―治療中でも自分ら
学術・1アクセス
しく―

医学

¥1,430(＋税)
¥4,290(＋税)
学術・3アクセス
9784865135060
著編者名
分田, 貴子
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年
2018年 商品コード 1028650425
カバーメーク・外見ケア外来で自分らしさを取り戻す！副作用で生じる、外見的なトラブルについての対処法

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥23,760(＋税)
学術・3アクセス
9784780905083
著編者名
底本ISBN
出版社
学研メディカル秀潤社
底本発行年
2018年 商品コード 1028650392
本特集では，知っておきたい肝臓の発生学や解剖学的変異，新しい疾患概念やその他「肝画像診断」に関す
る最新のトピックをカバーし，肝臓画像診断に関する知識のブラッシュアップに役立つ特集！実臨床で役立つ
一歩踏み込んだ知識や診断の秘訣も紹介！＊都合により，紙版の誌面と異なり割愛される箇所があることが
ございます（p.1010 図10 は未収載となっております）．

肝の画像診断update （画像診断 Vol. 38,
No. 10(2018-09)）

医学
分 野
¥16,500(＋税)
学術・1アクセス
¥49,500(＋税)
学術・3アクセス
9784780909715
著編者名
青木, 茂樹
底本ISBN
出版社
学研メディカル秀潤社
底本発行年
2018年 商品コード 1028650393
画像診断において画像の分類を記載する状況は，主治医へのレポート作成をはじめしばしば遭遇する．全身
領域の疾患（脳脊髄，頭頸部，胸部，心臓・血管，腹部・骨盤）における分類を部位ごとに解説！分類を網羅的
に理解できる1冊！＊都合により，紙版の誌面と異なり割愛される箇所があることがございます（p.A180 図2，
p.A193 症例4，p.A210-A215，p.A224 表1は未収載となっております）．

押さえておきたい臨床・画像分類 （画像診
断 Vol. 38, No. 11, 増刊号）

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥23,760(＋税)
学術・3アクセス
9784780905090
著編者名
底本ISBN
出版社
学研メディカル秀潤社
底本発行年
2018年 商品コード 1028650394
放射線医学におけるリンパ系の可視化についての特集！リンパの解剖と生理から，さらにリンパ管造影法，リ
ンパ管シンチグラフィなどのリンパ管描出法，CTでのリンパ節評価といった画像診断法について解説．注目の
IVR治療とリンパ吻合手術についても記載．

知っておきたいリンパ系の画像診断 （画像
診断 Vol. 38, No. 12(2018-10)）

2018/12/13 現在

医学
分 野
¥13,640(＋税)
学術・1アクセス
¥20,460(＋税)
学術・3アクセス
9784883785582
著編者名
松田, 直之
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1028748758
敗血症の概念をよりシンプルに，個々の患者様の病態に即して対応するエキスパートとしての見解を説明した
一冊になります．

エキスパートに学ぶSepsis敗血症バンドル
（救急・集中治療 Vol30 No5 (2018)）

栄養と料理 2018年12月号
著編者名
出版社

女子栄養大学出版部

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥1,425(＋税)
¥3,207(＋税)
商品コード

1029044876

月刊「ナース専科」2018年12月号 特別企画:ねじ子
分 野
のヒミツ手技 「エピペンのつかいかた」 特集1:とこと
¥2,993(＋税)
学術・1アクセス
んわかる! 循環器の薬 作用と効果 特集2:医療事故
¥5,986(＋税)
学術・3アクセス
発生! 自分を守る 看護記録の書き方Q&A
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028973178
出版社
エス・エム・エス
底本発行年
特別企画：「ねじ子のヒミツ手技」のねじ子先生が、ナース専科最終号のために描き下ろし！エピペンの存在
は知っているものの、看護師が実際に手にする機会はそう多くありません。そこで、いつどのタイミングで使う
のか、正しい使い方や手順などについて、ねじ子先生がわかりやすく解説しています。特集1：症状の改善・コ
ントロールを図るために、多くの心疾患患者さんが薬を服用しています。薬を安全・適正に使用するためにも、
看護師も薬について正しく理解しておくことが重要です。

2018/12/13 現在

既刊タイトル 新着情報
冊子の刊行から半年以上のタイトルです

医学
分 野
¥13,200(＋税)
学術・1アクセス
目でみる耳鼻咽喉科疾患 （Visual Series）
¥19,800(＋税)
学術・3アクセス
9784830633294
著編者名
池田, 勝久
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1028697116
本書の読者対象は，耳鼻科およびそれに関する分野の医療従事者である．耳鼻科領域の疾患は，解剖が非
常に複雑なせいもあって，専門家以外にはなかなか理解できない．本書では非常にわかりやすイラストと明確
な写真で，この領域の疾患が一目で理解できるよう工夫されている．また，医者が患者さんに病気を説明する
時，この本を見せながら話すと，非常に理解が容易となる．
医学
分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥52,800(＋税)
学術・3アクセス
9784830634659
著編者名
岩月, 啓氏
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1028697117
1996年刊行の「皮膚悪性リンパ腫アトラス」，2006年刊行の「新・皮膚悪性リンパ腫アトラス」と続く定番アトラス
の改訂版．2017年公表予定のWHO分類（第4版reviced version4）に沿って内容・構成を刷新した．豊富かつ鮮
明な臨床・病理写真を満載した，皮膚科医および病理医必携のアトラスである．今回より改題し，「皮膚リンパ
腫アトラス 改訂・改題第3版」とした．

皮膚リンパ腫アトラス 改訂・改題第3版

医学
分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥52,800(＋税)
学術・3アクセス
9784830628450
著編者名
高崎, 眞弓
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1028697118
好評の既刊「麻酔科トラブルシューティングA to Z」「まれな疾患の麻酔A to Z」に続くシリーズ第３弾．本書は，
全体を１．全身麻酔 ２．区域麻酔 3．手技に起因するもの ４．機器・モニターに関するもの ５．薬剤に関す
るもの の５章に分け，あらゆる合併症・偶発症を網羅した．合併症が起こったときにすぐに引ける字引である
と同時に，手術前に偶発症予防のための予習書としても活用できる．

麻酔偶発症A to Z

医学
分 野
¥14,300(＋税)
学術・1アクセス
¥21,450(＋税)
学術・3アクセス
9784830628443
著編者名
高崎, 眞弓
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1028697119
麻酔領域を，１．救急集中治療 ２．麻酔 ３．生理と薬理 ４．ペインクリニック に分類し，基礎から臨床まで
全ての知識が得られる目次立てとした．本の左頁はテキスト，右頁は全てイラストという見開き構成とし，それ
ぞれの項目が一目で把握できるよう工夫した．若い麻酔科医は勿論，自分の専門以外の領域の新しい知識を
知りたい中堅以上の麻酔科医にもお薦めの１冊．麻酔に関わり合う医療従事者にも理解しやすいテキストと
なっている．

目でみるERと麻酔

医学
分 野
¥17,600(＋税)
学術・1アクセス
¥26,400(＋税)
学術・3アクセス
9784830628436
著編者名
村田, 光繁
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1028697120
心臓手術中の経食道心エコー（TEE）検査は，血行動態のモニタリングだけではなく，合併症予防や術式決定
に大きな役割を果たす．本書は，各診療科の立場から実際の手術の流れに沿って，TEE施行医がTEEで評価
すべきポイントを解説し，外科医が各所見に対してなぜその画像が必要なのか，何を考え手術を進めているの
かを述べる形式をとった．心臓手術チームの成熟に必須の一冊．

心臓手術チームのための経食道心エコー
―周術期TEE評価のポイントと外科医の視
点―

2018/12/13 現在

医学
分 野
¥18,700(＋税)
学術・1アクセス
¥28,050(＋税)
学術・3アクセス
9784830656026
著編者名
高﨑, 裕子
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2017年 商品コード 1028697121
問題思考型診療システム（ＰＯＳ）では，患者のかかえる問題に，科学的・理論的な診療録への記載を通して
医療を行っていく．本書では，このPOSを活用し，さまざまな視覚症状をきたす疾患別に症例検討を行う．まず
［思考のキーワード］が挙げられ，考えられる疾患と鑑別診断を行う上で必要な検査の想起が促される．このこ
とで，座学の知識を如何に臨床に活かすか，シミュレーションを重ねることができ，実習力が身につけられる．

ケースで学ぶ視能矯正臨床思考 ―POSの
活用―

医学
分 野
¥28,600(＋税)
学術・1アクセス
¥42,900(＋税)
学術・3アクセス
9784830628344
著編者名
山本, 達郎
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2013年 商品コード 1028697122
痛みの薬物治療を効果的に行うために必要となる広範な知識を網羅．薬物の作用を理解するために必要な
解剖・生理・薬理学的知見，最新の痛み発生機序の考え方，痛みの種類からみた鎮痛薬の選択，各種薬剤の
作用機序・薬物動態・エビデンスに基づく鎮痛効果の特徴，痛みが生じる病態ごとの鎮痛薬の選択など様々な
切り口から理解できる構成．初学者からベテラン麻酔科医まで，興味とレベルにあわせて，読みたい項目を選
んで読める．

痛みの薬物治療 （痛みのscience &
practice 2）

医学
分 野
¥26,400(＋税)
学術・1アクセス
¥39,600(＋税)
学術・3アクセス
9784830628368
著編者名
山本, 達郎
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2014年 商品コード 1028697123
本書では，腰痛発症のメカニズムを理解するための解剖学的知識や疫学，代表的な腰痛を発症する病態や
痛みを発症するメカニズムなどのサイエンスと，整形外科・麻酔科の先生方が診断法・治療法について，それ
ぞれの専門分野をレクチャーし，治療法の選択に関する考え方を記載する．また，腰痛に対する心理療法・認
知行動療法の有用性・適応なども網羅している．簡潔で解りやすい記述と全ページカラーのビジュアルな誌
面．

腰痛のサイエンス （痛みのscience &
practice 4）

医学
分 野
¥6,050(＋税)
学術・1アクセス
¥8,800(＋税)
学術・3アクセス
9784767961804
著編者名
由田, 克士
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2015年 商品コード 1028391624
「日本人の食事摂取基準(2015年版)」を理解した上で，栄養管理・給食管理を現場で具体的に実践するための
考え方や留意点を詳細に示す一冊。対象者・対象集団別の必要量を把握するための，アセスメント・目標量設
定・モニタリングのサイクルを具体的に解説する。ライフステージ・施設別に，実際的な手順の事例を理解しや
すいフロー図で提示。

食事摂取基準による栄養管理・給食管理
―PDCAサイクルの実践―

医学
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784767961972
著編者名
南, 久則
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2018年 商品コード 1028391629
2017年5月開催，日本・栄養食糧学会大会のシンポジウムをもとにまとめた。腸内細菌，消化管ペプチド，輸送
担体等最新知見から論じる。

消化管からみた健康・栄養

分 野

楽しく学べる味覚生理学 ―味覚と食行動の
学術・1アクセス
サイエンス―

医学

¥5,500(＋税)
¥7,700(＋税)
学術・3アクセス
9784767961880
著編者名
山本, 隆
底本ISBN
出版社
建帛社
底本発行年
2017年 商品コード 1028391630
食べ物をおいしく味わうための味覚や食行動に伴う体のしくみを，基本から最新知見まで解説。「デザートは別
腹」等のコラムも多数収載。

2018/12/13 現在

医学
分 野
¥6,160(＋税)
学術・1アクセス
高齢者看護学 第3版
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784805856246
著編者名
亀井 智子
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397416
老年看護学のテキストの第３版。高齢者の生活の場を見据え、地域や在宅、施設など多様な場における高齢
者と家族への看護を示す。制度や統計、地域包括ケアシステム、ヘルスアセスメント、ケアチーム、フレイル、
サルコペニア、エンドオブライフケアなど全面的にアップデート。

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥11,880(＋税)
学術・3アクセス
9784805853238
著編者名
鈴木 孝治
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2017年 商品コード 1028397418
※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 対象者の生活障害と脳機能の状態に合
わせた介入方法を選択して、いかに根拠をもって対処するかを示す。失認、失読・失書、失語、失行、遂行機
能障害、半側空間無視など１３の障害像に対して評価、利点・問題点、介入方略・目標・方針、プログラム、実
施（問題解決）など解説。※図表の一部にマスク処理をかけています。

高次脳機能障害領域の作業療法 ―プログ
ラム立案のポイント―（クリニカル作業療法
シリーズ）

医学
分 野
¥7,040(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784805856598
著編者名
坂田 三允
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2018年 商品コード 1028397424
心を病む人の生活のしづらさ・困難さの原因となる生活障害について、基本的知識とともに、看護師に求めら
れるスキルをまとめた入門書。新人看護師はもちろん、看護学生のテキストとしても最適。“不安状態”“妄想・
興奮状態”など、18の生活障害へのかかわり方を紹介する。

心を病む人の生活をささえる看護

分 野
アディクション・パーソナリティ障害の看護ケ
ア （精神科ナースのアセスメント&プランニン 学術・1アクセス
グbooks）
学術・3アクセス

医学

¥5,940(＋税)
¥8,910(＋税)
9784805855393
著編者名
日本精神科看護協会
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2017年 商品コード 1028397427
アセスメントから看護計画立案、ケアの展開までを解説する精神科看護シリーズ。本巻のテーマは「アディク
ション・パーソナリティ障害」。医学的な知識をわかりやすくまとめたほか、クロスアディクションや境界性パーソ
ナリティ障害への対応など、多くの実践事例をまとめた。

医学
分 野
¥5,940(＋税)
学術・1アクセス
¥8,910(＋税)
学術・3アクセス
9784805855409
著編者名
日本精神科看護協会
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2017年 商品コード 1028397428
アセスメントから看護計画立案、ケアの展開までを解説する精神科看護シリーズ。本巻のテーマは「うつ病・双
極性障害」。医学的な知識をわかりやすく解説するほか、看護現場でよく遭遇する多くの実践事例をまとめた。
困りごとの対応法がわかるＱ＆Ａも収載。

うつ病・双極性障害の看護ケア （精神科
ナースのアセスメント&プランニングbooks）

分 野
対人援助職に効く認知行動療法ワーク
ショップ ―専門職としての力量を高める3つ 学術・1アクセス
のチカラ―
学術・3アクセス

社会

¥4,840(＋税)
¥7,260(＋税)
9784805854792
著編者名
竹田 伸也
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2017年 商品コード 1028397433
対人援助職が自身の力量を高めるには―。本書は「認知行動療法」の技法を用いて、支援者が実践で悩み対
応に苦慮しがちな、“アセスメント・支援方針（見立て）・援助技術”の力が身につく具体策を提示。知っていると
便利なコラムと、自らの習得度をはかれる演習も収載。

2018/12/13 現在

医学
分 野
¥7,040(＋税)
エビデンスに基づく循環器看護ケア関連図 学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784805854662
著編者名
森山 美知子
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2017年 商品コード 1028397437
胸痛、動悸等の症状別、急性心筋梗塞、大動脈解離、刺激伝導系の異常、弁膜・心膜・心筋疾患、心不全等
の疾患別、周術期、心リハ、緩和ケア等の病期・治療別に詳細に解説。フィジカルアセスメント、心電図の基本
をカラーで示した、新人からベテランまで活用できるテキスト。

社会
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
新・精神科デイケアQ&A
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784805854228
著編者名
日本デイケア学会
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年
2016年 商品コード 1028397442
精神科デイケアのスタッフが抱いている疑問にわかりやすく答える一冊。初歩的な内容から、具体的なプログ
ラムの紹介、デイケア中に起こる問題への対応、施設基準や運営に関する内容まで、五十余りのＱ＆Ａで解
説する。開設・運営に役立つ精神科デイケア実践の決定版。

医学
分 野
¥16,500(＋税)
学術・1アクセス
¥24,750(＋税)
学術・3アクセス
9784862511843
著編者名
上田 隆勇
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2015年 商品コード 1028515463
「顔を体調や心、体全体の経絡の変調を映し出す鏡としてとらえ、肌の悩みの原因となっている体の全身治療
（本治）を行い、しわ、たるみ、ニキビや肌荒れなど局所の治療（標治）を行い、悩みを改善していく鍼灸治療で
ある美容鍼灸」を習得できることを主眼とした。本書は、こうした考えの下にまとめられた一般財団法人日本美
容鍼灸マッサージ協会の公式テキストである。

鍼灸師・エステティシャンのためのよくわか
る美容鍼灸 ―日本鍼灸と現代美容鍼灸の
融合―

分 野
¥10,450(＋税)
学術・1アクセス
¥15,675(＋税)
学術・3アクセス
9784862511324
著編者名
水嶋丈雄
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2012年 商品コード 1028515504
鍼灸治療の極意は、自律神経の変化にこそあるのです。昔から、鍼灸には瀉法と補法という概念があり、これ
はまさしく自律神経の変化を念頭に置いたものなのです。では今、鍼灸治療に携わる者として、何をしなくては
いけないのか？自律神経の変化から鍼灸治療を理解し、自分の意のままにそれを変化させる技術を身につけ
ること。これこそが、患者さんがもっとも病気の治りやすい状態を作ってあげることにつながるのです。

鍼灸医療への科学的アプロ－チ ―医家の
ための東洋医学入門―第２刷

医学
分 野
¥19,800(＋税)
学術・1アクセス
¥59,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
出版社
薬事日報社
底本発行年
2018年 商品コード 1028701370
書籍『薬価基準制度2016年版』の改訂版であり、平成30年3月までの薬価基準の改正内容を収録。最新の動
向により重点を置き、解説部分を加筆・修正しました。従来の記載にあった、保険医療制度の概要や薬価基準
制度の経過等は参考資料として添付。薬価基準制度に関係する厚生労働省通知及び事務連絡を収録した通
知集を付録で収載。

薬価基準制度 2018年版

医学
分 野
¥4,180(＋税)
学術・1アクセス
薬価基準のしくみと解説 2018
¥12,540(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
薬事衛生研究会
底本ISBN
出版社
薬事日報社
底本発行年
2018年 商品コード 1028701371
書籍『薬価基準のしくみと解説2016』の改訂版であり、医療関係者にとってもわかりにくい「薬価基準」のしくみ
や内容を丁寧に解説。薬価算定の基準（中医協了解事項）をもとに具体的な算定例も多く示しており、薬価制
度の概要や薬価算定方式、収載医薬品の改定方式などのルールが理解しやすい内容になっています。
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Biochemistry 4th ed.
著編者名
出版社

Voet, Donald
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fundamentals of Biochemistry 5th ed.
著編者名
出版社

Voet, Donald
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Textbook of Biochemistry ―(With Clinical
Correlations)―7th ed.
著編者名
出版社

Devlin, Thomas M.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

A Textbook of Modern Toxicology 4th ed.
著編者名
出版社

Hodgson, Ernest
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fundamental Laboratory Approaches for
Biochemistry and Biotechnology 2nd ed.
著編者名
出版社

Ninfa, Alexander J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Microbiology ―Principles and Explorations
―9th ed.
著編者名
出版社

Black, Jacquelyn G.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥78,300(＋税)
¥117,400(＋税)
9780470570951
2011年 商品コード 1028973226

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥74,400(＋税)
¥111,600(＋税)
9781118918401
2016年 商品コード 1028973228

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥69,500(＋税)
¥104,200(＋税)
9780470281734
2010年 商品コード 1028973231

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,100(＋税)
¥49,600(＋税)
9780470462065
2010年 商品コード 1028973243

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥29,700(＋税)
¥44,500(＋税)
9780470087664
2009年 商品コード 1028973246

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥62,400(＋税)
¥93,600(＋税)
9781118743164
2015年 商品コード 1028973261
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Introduction to Plant Physiology 4th ed.
著編者名
出版社

Hopkins, William G.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Fundamental Molecular Biology 2nd ed.
著編者名
出版社

Allison, Lizabeth A.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Anatomy and Physiology for the Manual
Therapies 1st ed.
著編者名
出版社

Kuntzman, Andrew
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Introduction to the Human Body 10th ed.
著編者名
出版社

Tortora, Gerard J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Perspectives on Animal Behavior 3rd ed.
著編者名
出版社

Goodenough, Judith
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥57,000(＋税)
¥85,400(＋税)
9780470247662
2008年 商品コード 1028973262

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥55,700(＋税)
¥83,500(＋税)
9781118059814
2011年 商品コード 1028973263

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥52,600(＋税)
¥78,800(＋税)
9780470044964
2009年 商品コード 1028973265

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥52,000(＋税)
¥78,000(＋税)
9781118583180
2015年 商品コード 1028973266

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥51,500(＋税)
¥77,300(＋税)
9780470045176
2009年 商品コード 1028973267

分 野

Fundamentals of Molecular Virology 2nd ed. 学術・1アクセス
著編者名
出版社

Acheson, Nicholas H.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥47,400(＋税)
¥71,000(＋税)
9780470900598
2011年 商品コード 1028973270

2018/12/13 現在

Visualizing Anatomy and Physiology
著編者名
出版社

Freudenrich, Craig
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Diversity of Fishes ―Biology,
Evolution, and Ecology―2nd ed.
著編者名
出版社

Helfman, Gene
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥44,200(＋税)
¥66,300(＋税)
9780470491249
2011年 商品コード 1028973272

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥38,800(＋税)
¥58,100(＋税)
9781405124942
2009年 商品コード 1028973276

分 野
¥37,500(＋税)
学術・1アクセス
¥56,200(＋税)
学術・3アクセス
9780470909133
著編者名
Begon, Michael
底本ISBN
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル
底本発行年
2014年 商品コード 1028973278
出版社
Essentials of Ecology presents introductory ecology in an accessible, state-of-the-art format designed to
cultivate the novice student's understanding of and fascination with the natural world. In a concise, engaging
style, this text outlines the essentia

Essentials of Ecology 4th ed.

分 野

Cell and Molecular Biology, Binder Ready
学術・1アクセス
Version: Concepts and Experiments 8th ed.
著編者名
出版社

Iwasa, Janet
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Principles of Gene Manipulation and
Genomics 7th ed.
著編者名
出版社

Primrose, Sandy B.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Bioinformatics and Functional Genomics
3rd ed.
著編者名
出版社

Pevsner, Jonathan
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,200(＋税)
¥55,800(＋税)
9781118886144
2015年 商品コード 1028973279

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9781405135443
2006年 商品コード 1028973280

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,800(＋税)
¥50,700(＋税)
9781118581780
2015年 商品コード 1028973281
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Essential Developmental Biology 3rd ed.
著編者名
出版社

Slack, Jonathan M. W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Culture of Animal Cells ―A Manual of
Basic Technique and Specialized
Applications―7th ed.
著編者名
出版社

Freshney, R. Ian
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Systems Biology ―A Textbook―2nd ed.
著編者名
出版社

Klipp, Edda
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

From Genes to Genomes ―Concepts and
Applications of DNA Technology―3rd ed.
著編者名
出版社

Dale, Jeremy W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Cell Biology ―A Short Course―3rd ed.
（Short Course）
著編者名
出版社

Bolsover, Stephen R.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Virology ―Principles and Applications―
2nd ed.
著編者名
出版社

Carter, John
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥28,900(＋税)
¥43,300(＋税)
9780470923511
2012年 商品コード 1028973283

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥26,000(＋税)
¥39,000(＋税)
9781118873656
2016年 商品コード 1028973288

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,100(＋税)
¥55,600(＋税)
9783527336364
2016年 商品コード 1028973289

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,100(＋税)
¥55,600(＋税)
9780470683859
2011年 商品コード 1028973290

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥32,800(＋税)
¥49,200(＋税)
9780470526996
2011年 商品コード 1028973294

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,400(＋税)
¥38,100(＋税)
9781119991427
2013年 商品コード 1028973295
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Principles of Genetics, Binder Ready
Version 7th ed.
著編者名
出版社

Simmons, Michael J.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

Biostatistics ―Basic Concepts and Methodology
for the Health Sciences―10th ed./ISE.（Wiley
Series in Probability and Statistics）
著編者名
出版社

Daniel, Wayne W.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

DSM–5 in Action 3rd ed.
著編者名
出版社

Dziegielewski, Sophia F.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Child Psychotherapy Treatment
Planner ―Includes DSM–5 Updates―5th
ed.（PracticePlanners）
著編者名
出版社

Jr., Jongsma, Arthur E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

The Adult Psychotherapy Progress Notes
Planner 5th ed.（PracticePlanners）
著編者名
出版社

Jr., Jongsma, Arthur E.
ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥37,200(＋税)
¥55,800(＋税)
9781119142287
2015年 商品コード 1028973296

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥50,200(＋税)
¥75,300(＋税)
9781118362204
2013年 商品コード 1028973445

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥33,200(＋税)
¥49,700(＋税)
9781118136737
2014年 商品コード 1028973526

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,400(＋税)
¥38,000(＋税)
9781118067857
2014年 商品コード 1028973533

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥25,400(＋税)
¥38,000(＋税)
9781118066751
2014年 商品コード 1028973534

分 野
なぜ名前だけがでてこないのか ―脳科学
者が教える本当に正しい記憶力の鍛え方― 学術・1アクセス
【スマホ・読上付】
学術・3アクセス

医学

¥3,300(＋税)
¥4,950(＋税)
9784416713952
著編者名
澤田 誠
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2013年 商品コード 1028388787
「覚える」よりも「引き出す」力が重要だった!脳研究の最前線にいる著者による記憶力の鍛え方。「名前」をど忘
れしやすい人、必見。
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分 野
腸が元気になるオリーブオイル健康法 ―腸
内チェックシート&オリーブオイル料理のレシ 学術・1アクセス
ピつき―【スマホ・読上付】
学術・3アクセス

医学

分 野
胎内記憶でわかった子どももママも幸せに
なる子育て ―「もって生まれた才能」の伸ば 学術・1アクセス
し方―【スマホ・読上付】
学術・3アクセス

医学

分 野
最新よくわかる心臓病 ―心筋梗塞・狭心
症・不整脈・弁膜症・大動脈瘤―【スマホ・読 学術・1アクセス
上付】
学術・3アクセス

医学

¥2,640(＋税)
¥3,960(＋税)
9784416713204
著編者名
松生 恒夫
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2013年 商品コード 1028388788
様々な疾病に特効があるオリーブオイルの効用を「腸の権威」松生氏がオリーブオイル料理の簡単レシピを紹
介しつつわかりやすく解説。

¥2,860(＋税)
¥4,290(＋税)
9784416715840
著編者名
池川 明
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2016年 商品コード 1028388790
人間の神秘「胎内記憶」から子育てを語ったはじめての本。子どものことがわかる、伝わる。だから子どもと一
緒にママも幸せになる！

¥3,080(＋税)
¥4,620(＋税)
9784416613016
著編者名
天野 篤
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2013年 商品コード 1028388793
天皇陛下の執刀医が豊富なイラスト・図解つきでやさしく解説する、心臓病の基本知識と最新治療。正しい知
識で病気と向き合うために。

医学
分 野
¥3,080(＋税)
学術・1アクセス
¥4,620(＋税)
学術・3アクセス
9784416716205
著編者名
森下 茂
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2016年 商品コード 1028388794
注目されるうつ病を体系的に学べるだけでなく、症状、診察、完治までの道筋を、数多くの実例からひもときま
す。

確実に治るうつ、治らないうつ ―57の実例
で見つかる、うつ病の抜け出し方―【スマ
ホ・読上付】

医学
分 野
¥2,420(＋税)
学術・1アクセス
¥3,630(＋税)
学術・3アクセス
9784416618301
著編者名
竹井 仁
底本ISBN
出版社
誠文堂新光社
底本発行年
2018年 商品コード 1028388796
肩こり、猫背が治る、だけじゃない。「疲れ」に効く筋膜リリース！「筋膜博士」が教える、疲れない体をつくる知
識とメソッド。

疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい
―たった2週間で姿勢が整い体質が変わる
方法―【スマホ・読上付】

子どもをうつから救う！ ―家族のための症
例別対応ガイド―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※）

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
著編者名
武田浩一
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年
出版社
「隠れうつ」を見逃していませんか？

¥2,970(＋税)
¥5,940(＋税)
9784802090629
2016年 商品コード 1028546499
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■写真でわかる介護職のための医療的ケア ―喀痰
社会
分 野
吸引と経管栄養を中心に、安全・確実なケアの流れ
¥13,200(＋税)
学術・1アクセス
とポイントを解説!―【動画付】（写真でわかるシリー
¥33,000(＋税)
学術・3アクセス
ズ） （※）
9784899963295
著編者名
山元 恵子
底本ISBN
出版社
インターメディカ
底本発行年
2014年 商品コード 1028164168
「喀痰吸引」「経管栄養」を中心に、医療的ケアの基本的な流れとポイントを豊富な写真とわかりやすい文章で
解説した、介護職向けの実践的・実用的なビジュアル教本。

分 野
¥246,400(＋税)
■目で見る微生物学 【動画】 全7巻 （※） 学術・1アクセス
¥492,800(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203102
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
さまざまな感染症が猛威をふるう今日、その原因である微生物の知識がますます重要になっています。このシ
リーズでは細菌、ウイルス、真菌に焦点を当て、微生物の基礎知識や応用微生物学を踏まえた上で、感染症
と原因微生物、感染症治療や生体防御について詳しく解説します。医学や看護など医療に携わる方々、そして
広く生命科学に携わる方々もぜひご活用ください。
分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862434333
著編者名
水之江 義充
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203103
微生物学の歴史と生物の分類について簡潔に説明し、細菌の構造（ペプチドグリカン、莢膜、鞭毛など）と増
殖、ウイルスの構造（カプシド、エンベロープなど）と増殖、真菌の構造（胞子、菌糸など）と増殖（無性生殖、有
性生殖）、病原真菌について解説します。

微生物学総論 【動画】（目で見る微生物学
1） （※）

分 野

細菌の代謝・遺伝学 【動画】（目で見る微生
学術・1アクセス
物学 2） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
原案監修：進士 ひとみ（国際学院埼玉短期大学 健康栄養学科 准教授）
9784862434340
底本ISBN
著編者名
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203104
真核生物と大きく異なる細菌について、その異化代謝（EMP経路、HMP経路、発酵など）と同化代謝（グリオキ
シル酸回路、窒素固定など）、遺伝子の発現と制御（二成分制御系、クオラムセンシングなど）、突然変異、水
平伝播（形質転換、形質導入など）について解説します。

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862434357
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203105
乳酸菌や酵母などを利用して製造される発酵食品、腸内細菌叢の正常化に寄与するプロバイオティクスを説
明し、一次代謝産物（乳酸、グルタミン酸）や二次代謝産物（抗生物質、スタチン）などの有用物質生産、遺伝
子工学（PCR、遺伝子組換え）などについて解説します。

応用微生物学 【動画】（目で見る微生物学
3） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862434364
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203106
感染経路（接触感染、経気道感染など）、感染様式（水平感染、垂直感染）について説明し、細菌感染からの
生体防御（食細胞、TLR、補体、抗体など）、ウイルス感染からの生体防御（TLR、NK細胞、細胞傷害性T細胞
など）、生体防御能が低下する状態や疾患を解説します。

感染免疫 【動画】（目で見る微生物学 4）
（※）
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分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862434371
著編者名
舘田 一博
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203107
細菌感染の成立、病原性（外毒素、内毒素）、免疫系からの回避（細胞内寄生、相変異など）について説明し、
代表的な細菌感染症と病原菌（肺炎球菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌など）、話題の耐性菌
（MRSA、MDRP、β-ラクタマーゼ産生菌）などについて解説します。

細菌感染症 【動画】（目で見る微生物学 5）
（※）

分 野

ウイルス感染症 【動画】（目で見る微生物学
学術・1アクセス
6） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862434388
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203108
ウイルスの感染機構、感染の特異性と病原性（CPE、多核巨細胞形成、がん化など）、ウイルスの変化につい
て説明し、代表的なウイルス感染症と病原ウイルス（RSウイルス、インフルエンザウイルス、ロタウイルス、肝
炎ウイルス、HIV、麻疹ウイルスなど）について解説します。

分 野
¥352,000(＋税)
学術・1アクセス
¥704,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203111
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
『目で見る新しい臨床検査』が生まれ変わりました！複雑な検査の原理や検査方法、そして検査結果が示す
臨床上の意義を、豊富な資料映像と画像に加え、CGを駆使してシンプルでわかりやすく解説しています。

■目で見る臨床検査 第2版 【動画】 全10
巻 （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433800
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203112
一般検査は、今日でもスクリーニング検査として広く行われています。尿試験紙法、尿沈渣検査、便検査、穿
刺液検査について、検査の方法やポイント、また臨床上の意義などを解説します。

一般検査 【動画】（目で見る臨床検査 第２
版 1） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433817
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203113
血液学検査は、血液中の細胞成分を対象とした検査です。血球数算定、形態検査、骨髄検査、凝固線溶検査
について、検査の方法やポイント、また臨床上の意義などを解説します。

血液学検査 【動画】（目で見る臨床検査 第
２版 2） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433824
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203114
血液蛋白検査、酵素検査、電解質・重金属検査、非窒素成分検査などについて検査の方法やポイント、また
臨床上の意義などを解説します。

血液生化学検査 【動画】（目で見る臨床検
査 第２版 3） （※）
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分 野

代謝・内分泌検査 【動画】（目で見る臨床検
学術・1アクセス
査 第２版 4） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433831
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203115
代謝検査では、糖尿病に関連する糖代謝検査や、脂質異常症に関連する脂質代謝検査などについて解説し
ます。内分泌検査では、ホルモン機能検査（視床下部-下垂体系、下垂体-甲状腺系、副甲状腺系、副腎系、
性腺系）などについて解説します。

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433848
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203116
臓器機能検査では、主に肝臓、膵臓、腎臓の機能検査について、検査の方法やポイント、また異常値が示す
臨床上の意義などを解説します。

臓器機能検査 【動画】（目で見る臨床検査
第２版 5） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433855
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203117
微生物学検査は、感染症の診断に欠かすことのできない検査です。塗抹検査や培養検査、迅速検査（主に遺
伝子検査）について検査の方法やポイントを中心に、検体の取り扱い、感染症と原因微生物、薬剤感受性など
を解説します。

微生物学的検査 【動画】（目で見る臨床検
査 第２版 6） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433862
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203118
免疫血清検査では、感染症検査、アレルギー検査、抗核抗体検査、血液型検査などについて、検査の方法や
ポイント、また臨床上の意義などを解説します。

免疫血清検査 【動画】（目で見る臨床検査
第２版 7） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433879
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203119
病理検査では、病理組織検査、細胞診検査について、材料の採取から染色までの標本の作製過程、観察の
ポイントや臨床上の意義について解説します。また病理解剖については、その目的と意義などを見ていきま
す。

病理検査 【動画】（目で見る臨床検査 第２
版 8） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862433886
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203120
脳波検査・筋電図検査:脳波検査、筋電図検査では、画像検査などではわからない脳の機能を観察できます。
脳波検査では、電極装着と導出法、脳波検査の実際、異常波などについて、筋電図検査では、針筋電図、末
梢神経伝導速度、体性感覚誘導電位などについて、検査の方法やポイント、また臨床上の意義などを解説し
ます。

生理機能検査 Ｉ 脳波検査・筋電図検査
【動画】（目で見る臨床検査 第２版 9） （※）

2018/12/13 現在

分 野
生理機能検査 ＩＩ 呼吸機能検査・心機能検
学術・1アクセス
査 【動画】（目で見る臨床検査 第２版 10）
（※）
学術・3アクセス

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
9784862433893
著編者名
猪狩 淳
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203121
呼吸機能検査・循環機能検査：呼吸機能検査では、スパイロメトリー、肺気量分画、動脈血ガス分析などにつ
いて、循環機能検査では心電図、脈波、24時間血圧計などについて、検査の方法やポイント、また臨床上の意
義などについて解説します。

分 野
¥352,000(＋税)
学術・1アクセス
¥704,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203123
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズは、医療系（医学、看護）・福祉系（福祉、介護）の学生、臨床心理士を目指す学生、また、日頃、精
神領域を専門とされていないかかりつけの医師をはじめ、医療従事者、ヘルスケア産業従事者の方々に精神
医学をわかりやすく解説する番組です。

■精神医学を学ぶ方へ 精神疾患・障害の
基礎知識 【動画】 全10巻 （※）

分 野

精神機能と障害 【動画】（精神医学を学ぶ方
学術・1アクセス
へ 精神疾患・障害の基礎知識 1） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435477
著編者名
水野 雅文
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203124
■ 大脳の機能局在：感覚野、運動野、連合野の機能 ■ 脳局在症候：失語、失行、失認、前頭葉機能障害
■ 精神機能とその異常：意識、知覚、記憶、思考、感情、自我意識

統合失調症 【動画】（精神医学を学ぶ方へ
精神疾患・障害の基礎知識 3） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
9784862435491
2016年 商品コード 1028203126

■ イントロダクション ■ 統合失調症とは：統合失調症の分類、統合失調症の特徴・病態、疫学・原因・発症モデル ■ 統合
失調症の経過：典型的な経過、治療のタイミング（早期発見、精神病未治療期間、治療臨界期） ■ 統合失調症の診断と治
療：診断基準、鑑別診断、治療（薬物治療、非薬物治療、包括的治療） ■ 症例：症例1（62歳の女性、慢性、20代半ばで発
症し症状の軽減と増悪を繰り返してきた例）、症例2（33歳の男性、寛解、大学時代に発症したが現在は寛解し社会復帰をし
ている例） ■ エンディング

うつ病、双極性障害 【動画】（精神医学を学
ぶ方へ 精神疾患・障害の基礎知識 4）
（※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435507
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1028203127
■イントロダクション ■うつ病の概要：うつ病の症状・疫学・病因、年齢別のうつ病、うつ病の経過 ■うつ病の
診断と治療：診断基準と鑑別診断、治療（薬物療法、認知行動療法） ■双極性障害：双極性障害とは（症状、
疫学、病因、診断基準）、治療（薬物療法、認知行動療法）■うつ病の症例（45歳の女性の例） ■エンディング

分 野

不安症、強迫症 【動画】（精神医学を学ぶ方
学術・1アクセス
へ 精神疾患・障害の基礎知識 5） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435514
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1028203128
■ イントロダクション ■ 不安症、強迫症とは：不安障害 の歴史と概念、分類、総体的な疫学・有病率、病因
（心理 的要因、環境的要因、遺伝素因、生理学的要因） ■ 主な 病型と特徴：社交不安症、パニック症、広場
恐怖症、全 般不安症、強迫症について、特徴、発症と経過、依存症 など ■ 診断と治療：パニック症、全般不
安症、強迫症を中心に、診断基準、鑑 別診断、薬物療法、心理社会的治療（認知行動療法、森田療法）■ エ
ンディング

2018/12/13 現在

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435521
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2017年 商品コード 1028203129
■ イントロダクション ■ 精神作用物質と依存症 : 精神作用物質とその薬理作用、身体依存と精神依存（耐
性・離脱、渇望、依存症）、物質関連障害（使用障害、乱用、誘発障害） ■ アルコール関連障害 ■ 鎮静薬・
睡眠薬・抗不安薬関連障害 ■ 精神刺激薬関連障害 ■ 他の（または不明の）物質関連障害 ■ 非物質関
連障害 ■ 物質依存の治療 ■ エンディング

物質依存症 【動画】（精神医学を学ぶ方へ
精神疾患・障害の基礎知識 6） （※）

分 野

認知症 【動画】（精神医学を学ぶ方へ 精神
学術・1アクセス
疾患・障害の基礎知識 7） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435538
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203130
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
■ イントロダクション ■ 認知症とは（概念、疫学、認知症の分類、認知症の主症状、BPSD） ■認知症の診
断（DSMの診断基準、診断手順、HDS-R） ■ アルツハイマー病（AD） ■ レビー小体型認知症（DLB） / 前頭
側頭型認知症（FTD） ■ 血管性認知症（VD） ■ エンディング

児童期の精神障害（発達障害） 【動画】（精
神医学を学ぶ方へ 精神疾患・障害の基礎
知識 8） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435545
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203131
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
■ イントロダクション（児童精神科受診患児の推移、児童期の精神障害の傾向） ■ 発達障害とは（概念、主
な疾患、特徴、遺伝的素因、発達障害の診断） ■ 自閉スペクトラム症（ASD） ■ 注意欠如・多動症（ADHD）
■ 限局性学習障害（SLD） ■ 患児への支援（発達障害者支援法、支援の取り組み）

青年期の精神障害 【動画】（精神医学を学
ぶ方へ 精神疾患・障害の基礎知識 9）
（※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435552
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2015年 商品コード 1028203132
■ イントロダクション ■ 摂食障害：摂食障害とは、摂食障害の理解、摂食障害の治療の概要 ■ 神経性やせ
症：神経性やせ症の診断、神経性やせ症の治療 ■ 神経性過食症：神経性過食症の診断、神経性過食症の
治療 ■ パーソナリティ障害とは：定義、基準、特徴 ■ パーソナリティ障害の理解：分類、病型、特徴、自己愛
性パーソナリティ障害の例、境界性パーソナリティ障害の例、治療のポイント ■ エンディング
分 野

睡眠障害 【動画】（精神医学を学ぶ方へ 精
学術・1アクセス
神疾患・障害の基礎知識 10） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862435569
著編者名
内山 真
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1028203133
■ イントロダクション ■ 睡眠とその障害：睡眠調節のメカニズム、睡眠障害とは ■ 不眠をきたす睡眠障害：
不眠症、レストレスレッグス症候群、周期性四肢運動障害、概日リズム睡眠障害 ■ 過眠をきたす睡眠障害・
寝ぼけをきたす睡眠障害：ナルコレプシー、睡眠時無呼吸症候群、寝ぼけをきたす睡眠障害 ■ エンディング

分 野
¥352,000(＋税)
学術・1アクセス
¥704,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203135
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
医学、薬学、歯学、看護学をはじめ医療分野を学ぶ学生にとって、これだけは知っておきたい病気を、10の領
域に各々4～6疾患を取り上げ、8分から12分にまとめた映像データベースです。

■病気の基礎知識 病気の成因・病態と治
療 【動画】 全10巻 （※）

2018/12/13 現在

分 野

循環の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 1） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432537
著編者名
山崎 純一
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2008年 商品コード 1028203136
■01-不整脈 9:52 ■02-虚血性心疾患（狭心症 心筋梗塞） 12:30 ■3-心不全（急性 慢性） 9:26 ■04-高血
圧 12:37 ■見てわかる薬の作用機序 8:30 Na チャネル遮断薬 β遮断薬 硝酸薬ジギタリス製剤 β刺激薬 降
圧利尿薬 Ca 拮抗薬 ACE 阻害薬・AII-受容体拮抗薬■Q&A：各疾患ごとに設問

分 野

血液の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 2） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432544
著編者名
倉石 安庸
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2008年 商品コード 1028203137
■05-貧血 10:53 ■06-白血病 11:15 ■07-血栓・塞栓症 11:48 ■08-血友病 6:52 ■見てわかる薬の作用機
序 4:40 ビタミンB6ビタミンB12イマチニブ 抗血小板薬 抗凝固薬■Q&A：各疾患ごとに設問

分 野

呼吸の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 3） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432551
著編者名
本間 栄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203138
■09-気管支喘息 12:16 ■10-慢性閉塞性肺疾患（COPD）12:28 ■11-かぜ症候群 6:43 ■12-肺炎 9:23 ■
13-肺結核 7:46 ■見てわかる薬の作用機序 13:28 気管支拡張薬 ロイコトリエン受容体拮抗薬 去痰薬 鎮咳
薬 抗インフルエンザウイルス薬 抗菌薬 βラクタム系抗菌薬 抗結核薬■Q&A：各疾患ごとに設問

分 野

消化の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 4） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432568
著編者名
住野 泰清
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203139
■14-胃炎 7:23 ■15-消化性潰瘍 9:20 ■16-過敏性腸症候群（IBS） 6:53 ■17-下痢・便秘 7:09 ■18-ウイル
ス性肝炎 11:49 ■見てわかる薬の作用機序 5:09 胃腸機能調整薬胃酸分泌抑制薬 止瀉薬 機械的下剤 ラク
ツロース■Q&A：各疾患ごとに設問

分 野

代謝の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 5） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432575
著編者名
芳野 原
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203140
■19-糖尿病 10:42 ■20-脂質異常症 12:29 ■21-高尿酸血症・痛風 8:29 ■22-骨粗鬆症 10:42 ■見てわか
る薬の作用機序 5:11 スルホニル尿素薬 脂質異常症の治療薬 アロプリノール■Q&A：各疾患ごとに設問

分 野

腎・泌尿器の領域 【動画】（病気の基礎知識
学術・1アクセス
病気の成因・病態と治療 6） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432582
著編者名
相川 厚
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203141
■23-腎臓とその疾患 7:26 ■24-糸球体腎炎 15:56 ■25-続発性糸球体疾患 9:53 ■26-前立腺肥大症 6:13
■27-勃起障害（ED）6:23 ■見てわかる薬の作用機序 2:03 PDE-5阻害薬■Q&A：各疾患ごとに設問

2018/12/13 現在

分 野

運動・神経の領域 【動画】（病気の基礎知識
学術・1アクセス
病気の成因・病態と治療 7） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432599
著編者名
岩崎 泰雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203142
■28-てんかん 9:39 ■29-パーキンソン病 10:55 ■30-認知症 13:54■31-脳血管障害 18:26 ■見てわかる薬
の作用機序 5:40 抗てんかん薬 パーキンソン病治療薬 ドネペジル アルツハイマー型認知症薬の開発■
Q&A：各疾患ごとに設問

分 野

精神の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 8） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432605
著編者名
水野 雅文
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203143
■32-精神疾患とは 4:23 ■33-統合失調症 12:16 ■34-気分障害（うつ病） 7:53 ■35-神経症性障害 8:15 ■
36-睡眠障害（不眠症） 8:58 ■見て分かる薬の作用機序 5:23 定型抗精神病薬SDA 抗うつ薬 ベンゾジアゼピ
ン系抗不安薬 睡眠薬■Q&A:各疾患ごとに設問

分 野

免疫の領域 【動画】（病気の基礎知識 病気
学術・1アクセス
の成因・病態と治療 9） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432612
著編者名
川合 眞一
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203144
■37-炎症 12:22 ■38-アレルギー疾患（アトピー性皮膚炎、粉症） 14:38 ■39-自己免疫疾患（関節リウマチ、
SLD）12:29 ■40-免疫不全（AIDS） 8:23 ■見て分かる薬の作用機序 8:25 NSAIDs ステロイド 抗ヒスタミン薬
抗アレルギー薬 生物学的製剤（抗リウマチ薬）■Q&A:各疾患ごとに設問

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432629
著編者名
住野 泰清
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203145
■41-悪性腫瘍の概要 15:15 ■42-胃癌 4:50 ■43-大腸癌 3:43 ■44-肝癌 5:08 ■45-肺癌 6:54 ■46-乳癌
5:50 ■47-子宮癌 4:10 ■Q&A:各疾患ごとに設問

悪性新生物の領域 【動画】（病気の基礎知
識 病気の成因・病態と治療 10） （※）

分 野

■看護のための病態生理とアセスメント【動
学術・1アクセス
画】 全14巻 （※）

¥431,200(＋税)
¥862,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203159
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズは、臨床でよく見られる症状について、本来の生理学的知識、病態の理解、検査や治療について、
看護のために必要な内容を分かりやすく解説しています。また具体的に患者を設定し、病態生理を踏まえた上
でのアセスメントや看護目標・援助といった看護過程でのポイントの例を示しています。看護学生には、ヘルス
アセスメント、臨床看護過程、老年看護、成人看護などの学習の教材としてご活用いただけます。
分 野

摂食・嚥下障害 【動画】（看護のための病態
学術・1アクセス
生理とアセスメント 1） （※）
著編者名
出版社

高橋 龍太郎
医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434654
2011年 商品コード 1028203160

■ 摂食・嚥下障害とは●摂食・嚥下障害の定義 ●正常な摂食・嚥下の生理■ 発症のメカニズム●嚥下各期の障害：症状
と背景、原因となる疾患など、随伴症状とリスク■ 診察・検査・治療●診察：問診、他覚所見 ●検査：スクリーニング検査、
画像検査 ●治療：リハビリテーション（間接訓練・直接訓練）、管理栄養■ アセスメント（具体例：脳血管疾患患者の回復期）
●患者プロフィール：発症からの概要、入院時の状況、入院時所見 ●情報収集とアセスメント：背景・原因・誘因、種類、症
状・状態、随伴症状、リスク■ 看護目標と援助●看護の焦点と目標 ●援助の内容（他）

2018/12/13 現在

悪心嘔吐 【動画】（看護のための病態生理
とアセスメント 2） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434661
2014年 商品コード 1028203161

■ 悪心嘔吐のメカニズム●悪心嘔吐とは（悪心嘔吐の定義、症状、悪心と嘔吐の関連、防御反応） ●メカニズム（嘔吐のメ
カニズム、嘔吐の種類）■ 悪心嘔吐の原因・誘因●主な原因、誘因 ●原因、誘因による特徴（嘔吐物の性状との関連、発
現状況との関連） ●随伴症状（特に注意が必要な症状、ショック状態）■ 診察・検査・治療・ケア●原因疾患の診察・検査
●悪心嘔吐の治療 ●ケアとアセスメントのポイント■ アセスメント（具体例：閉塞性イレウス） ●患者プロフィール（患者、年
齢、性別、現病歴、既往歴、入院までの状況、入院時の状況、入院時所見） ●イレウスについて（他）

分 野

発熱 【動画】（看護のための病態生理とアセ
学術・1アクセス
スメント 3） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434678
2014年 商品コード 1028203162

■ 体温とは●体温とは ●変動の要因■ 体温調節と発熱●体温の調節（体温調節中枢、セットポイント） ●発熱（高体温、
発熱のメカニズム） ●随伴症状とリスク■ 診察・検査・治療●診察（問診、体温測定、熱型、病態因子） ●検査（血液検査、
尿検査、培養検査） ●治療（原因疾患の治療、発熱に対する治療、解熱鎮痛薬、全身の管理）■ アセスメントと援助（具体
例：発熱－誤嚥性肺炎） ●患者プロフィール（主訴、搬送までの経緯、状態・所見） ●患者の診断と治療 ●発熱に対する看
護目標と援助（解熱の促進・苦痛の緩和、治療に必要な観察と援助、合併症を予防するための生活援助、（他）

呼吸障害 【動画】（看護のための病態生理
とアセスメント 4） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434685
2013年 商品コード 1028203163

■ 呼吸障害とは●呼吸障害の定義 ●呼吸の解剖生理 ●呼吸障害の分類と原因疾患■ 呼吸障害の診察・検査・治療●
診察（初期診断、視診、触診、打診、聴診、問診） ●検査（動脈血ガス分析、血液検査、画像、呼吸機能検査）■ 代表的な
疾患例●気管支喘息（喘息の分類、病態、喘息発作の重症度と治療、長期管理） ●COPD（COPDとは、病態、治療） ●間
質性肺炎（間質性肺炎とは、 病態、治療）■ アセスメント（具体例：COPD） ●患者プロフィール（現病歴・既往歴、入院まで
の状況、入院時の状況、入院時所見） ●アセスメント（原因・誘因、重症度、リスクなど現在の状況）（他）

ショック 【動画】（看護のための病態生理と
アセスメント 5） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434692
2013年 商品コード 1028203164

■ ショックとは●正常な循環動態、末梢循環動態 ●ショックの定義 ●ショックの5徴、診断基準（日本医学会）■ 発症のメ
カニズム●ショックの種類と発症のメカニズム ●ショックの生体反応（代償） ●随伴症状とリスク■ 診察・検査・治療●診
察・判断（バイタルサイン、視診、触診、問診、CRT） ●観察ポイント・検査・治療－循環血液量減少性ショック、心原性ショッ
ク、血管抵抗減少性ショック、敗血症性ショック■ アセスメント（具体例：出血性ショック） ●患者プロフィール ●アセスメント
（来院時の状況、原因・誘因、程度、リスク）■ 看護目標と援助（具体例：出血性ショック） ●看護の焦点と目標 （他）

分 野

浮腫・脱水 【動画】（看護のための病態生理
学術・1アクセス
とアセスメント 6） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434708
2012年 商品コード 1028203165

■ 浮腫・脱水とは●浮腫、脱水の定義 ●体液（体液量と組成、機能、水分出納） ●体液の調節（水分出納、調節のメカニ
ズム）■ 浮腫発生のメカニズム ●局所性浮腫と全身性浮腫のメカニズム（発生因子と発生機序） ●浮腫の種類（原因疾
患、症状、随伴症状とリスク）■ 浮腫の診察・検査・治療●診察・検査・鑑別 ●治療■ アセスメント－浮腫（具体例：心性浮
腫） ●患者プロフィール ●アセスメント（原因、誘因、症状など）■ 看護目標と援助－浮腫●看護の焦点と目標 ●正確な
観察による的確な状態把握 ●援助の内容■ 脱水発生のメカニズム●脱水のメカニズム（他）

排尿障害 【動画】（看護のための病態生理
とアセスメント 7） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434715
2012年 商品コード 1028203166

■ 排尿障害とは●排尿障害の定義 ●尿の生成、蓄積、排尿の生理■ 発症のメカニズム●尿排出障害、蓄尿障害、過活
動性膀胱、神経因性膀胱のメカニズム、症状など ●尿失禁の症状と病因、起因する疾患、リスク■ 尿失禁の検査・治療●
検査（問診、他覚所見、一般的な検査、精密検査） ●治療法■ アセスメント（具体例：切迫性・機能性尿失禁） ●患者プロ
フィール ●アセスメント ●尿失禁のタイプの診断■ 看護目標と援助（具体例：切迫性・機能性尿失禁） ●看護の焦点と目
標 ●援助の内容（排泄の援助、膀胱訓練（他）

2018/12/13 現在

排便障害 【動画】（看護のための病態生理
とアセスメント 8） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434722
2012年 商品コード 1028203167

■ 排便障害とは●排便の機能と障害（排便障害の定義、食物の摂取から排泄の過程、排便のメカニズム） ●排便障害の
分類（種類、診断、治療）■ 下痢・便失禁●下痢の症状、病因・誘因、リスク ●下痢の治療とケア ●便失禁のケア ●排便
のアセスメント、排泄用具、オムツ■ 便秘●便秘の症状、病因・誘因、リスク ●便秘の治療とケア ●嵌入便■ 過敏性腸症
候群（IBS）●IBSの症状、病因・誘因、リスク ●IBSの治療とケア■ アセスメント（具体例：脳梗塞の高齢者、便秘・排泄機能
障害） ●患者プロフィール ●アセスメント■ 看護目標と援助（具体例：脳梗塞の高齢者、便秘・排泄機能障害）（他）

意識障害 【動画】（看護のための病態生理
とアセスメント 9） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434739
2014年 商品コード 1028203168

■ 意識障害とは●意識の成り立ち ●意識障害の分類 ●意識障害の原因■意識障害の診断●意識障害の初期診療 ●
意識レベルの観察と評価■意識障害の例●糖尿病による昏睡（病態、治療） ●せん妄（病態、治療）■アセスメント（具体
例：脳梗塞）●患者プロフィール（現病歴、発症2週後の状況・所見） ●意識レベル低下の患者のアセスメント、ニーズの視
点（原因・誘因、重症度、リスクなど現在の状況）■看護目標と援助（具体例：脳梗塞） ●基本的な看護方針と目標 ●援助
の内容（食事の安全な摂取、口腔の清潔保持、排泄のコントロール、運動・活動性の維持・向上、環境整備）（他）

分 野

不眠 【動画】（看護のための病態生理とアセ
学術・1アクセス
スメント 10） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434746
2014年 商品コード 1028203169

■ 睡眠のメカニズム●睡眠とは、睡眠パターン ●睡眠の深さ、種類 ●睡眠の調節■不眠とその影響●睡眠不足と不眠
●不眠とは ●高齢者の睡眠障害■診察・検査・治療●診察（問診、視診、バイタル） ●検査（睡眠ポリグラフ、自覚的評定
尺度、睡眠日誌、診断フローチャート） ●治療（認知行動療法、薬物療法）■アセスメント－睡眠と生活－（具体例：人工骨
頭置換術後） ●患者プロフィール（現病歴、術前・術後の状況） ●睡眠のアセスメント（主観的評価、睡眠時間・睡眠パター
ン、日常生活への影響） ●不眠の要因 ●患者の現在の状況、要因（他）

分 野

うつ状態 【動画】（看護のための病態生理と
学術・1アクセス
アセスメント 11） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434753
2014年 商品コード 1028203170

■ うつとそのメカニズム●うつ状態、うつ病とは ●うつ病のメカニズム■ うつ病の分類と特徴●うつ病の分類 ●うつ病の
種類、症状 ●ライフステージとうつ病■ 診察・検査・治療●診察（問診、2項目質問表） ●検査（生理学的検査、画像検査、
心理検査、診断基準） ●治療（病状増減の経過、物理的な療法、認知行動療法、薬物療法など）■ アセスメント（具体例：う
つ病性障害） ●患者プロフィール（現病歴、入院までの状況、所見） ●アセスメント ●関わり方の基本 ●家族への対応、援
助 ●急性期治療時の看護のポイント■ 看護目標と援助（具体例：うつ病性障害）（他）

分 野

難聴・耳鳴り・めまい 【動画】（看護のための
学術・1アクセス
病態生理とアセスメント 12） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434760
2013年 商品コード 1028203171

■ 聴覚と平衡感覚●聴覚（聴覚器、聴覚のメカニズム） ●平衡感覚（平衡感覚器、平衡感覚のメカニズム）■ 難聴●難聴
とは（定義、伝音性・感音性・混合性難聴、症状） ●発症のメカニズム（難聴発症のメカニズム、病因、起因する疾患、他症
状、リスクなど） ●診察・検査・治療 （問診、他覚所見、一般的な検査、特殊検査、原因疾患の治療、対症療法、アセスメン
トの観点）■ 耳鳴り●耳鳴りとは（定義、自覚的耳鳴り、他覚的耳鳴り、耳鳴りの原因） ●診察・検査・治療（問診、他覚所
見、特殊検査、原因療法、抑圧療法、心理療法、対症療法、アセスメントの観点）（他）

高次脳機能障害 【動画】（看護のための病
態生理とアセスメント 13） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434777
2013年 商品コード 1028203172

■ 高次脳機能障害とは●高次脳機能障害とは（高次脳機能と障害、脳の解剖生理） ●高次脳機能障害の原因■ 高次脳
機能障害の症状●失認（失認とは、失認の分類、半側空間無視の例-検査、リハビリ） ●失行（失行とは、3類型と臨床類
型、検査、リハビリ） ●失語（失語とは、失語の分類と特徴、検査、リハビリ） ●記憶障害（記憶障害とは、記憶の過程と障
害、検査、リハビリ） ●注意障害（注意障害とは、検査、リハビリ） ●遂行機能障害（遂行機能障害とは、検査、リハビリ） ●
社会的行動障害（社会的行動障害とは、検査、リハビリ） ●高次脳機能障害の特徴（他）

2018/12/13 現在

運動障害 【動画】（看護のための病態生理
とアセスメント 14） （※）
著編者名
出版社

医学映像教育センター

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862434784
2013年 商品コード 1028203173

■ 運動障害とは●運動機能－運動器、運動の発現 ●運動障害とは ●検査と治療■ 歩行障害●歩行機能 ●跛行の分
類と概要 ●歩行障害の治療 ●歩行障害のアセスメント ●注意点■ 関節拘縮●関節の機能 ●可動域の異常と関節拘縮
の概要 ●関節拘縮の治療 ●関節拘縮のアセスメント ●注意点■ 麻痺●運動の神経路 ●麻痺の分類と概要 ●麻痺の
治療 ●麻痺のアセスメント ●注意点■ 骨折後後遺症●骨折の分類と概要 ●治癒過程と後遺症 ●骨折の治療 ●骨折の
アセスメント ●注意点■ アセスメント（具体例：大腿骨頸部骨折） ●患者プロフィール ●治療計画とアセスメント（他）

分 野
¥462,000(＋税)
学術・1アクセス
■心理臨床を学ぶ 【動画】 全15巻 （※）
¥924,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203185
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
近年、子どもから大人まで心に悩みや不安、問題を抱えた人々が増え、「心の病」をどのように理解し解決に
導く援助を行っていくかが重要になっています。心理臨床は、こうした心の問題を持つ人に対して、心理学的な
知識や技法をもちいて援助していきます。このシリーズでは、心理臨床の基礎や取り上げる療法について、再
現を用いた実際を交えて、わかりやすく解説していきます。
分 野

心理臨床の対象とアプローチ 【動画】（心理
学術・1アクセス
臨床を学ぶ 1） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434920
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203186
心理臨床とは、心理的問題に対して、臨床心理学に基づく知識や技法を用いて解決や克服を促進する営みを
指しています。この巻では、心理臨床の対象となる心理的問題や、心理的問題の改善・解消を目的とする代表
的なアプローチについて解説します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434937
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203187
心理臨床では、心理学の知見を有した心理職が、福祉、厚生、教育、司法、矯正、産業などの領域で心理学
の専門性を活用し、臨床心理学的な支援を行います。この巻では、心理臨床が扱う領域を中心に解説します。

心理臨床の領域 【動画】（心理臨床を学ぶ
2） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434944
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203188
心理アセスメントは、クライエント理解や治療的かかわりの方針を決定する上で最も重要なプロセスです。この
巻では個人への心理アセスメントを中心に、心理アセスメントの構造や定義、実際について解説します。

心理アセスメント（心理査定） 【動画】（心理
臨床を学ぶ 3） （※）

分 野

心理療法・カウンセリング 【動画】（心理臨床
学術・1アクセス
を学ぶ 4） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434951
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203189
心理療法やカウンセリングは、心の問題を抱えている人と直接にかかわり合うことを通じて、その解決をめざ
す専門的な相談方法です。この巻では、心理療法・カウンセリングの分類や、全てのアプローチに共通する「面
接法」の「面接契約」「面接過程」「面接関係（関係技法）」について解説します。
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分 野

認知療法・認知行動療法 【動画】（心理臨床
学術・1アクセス
を学ぶ 5） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434968
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203190
認知療法・認知行動療法は、現実に目を向け偏った認知の修正を行うことで、気分をコントロールし適切な行
動がとれるように援助していくものです。この巻では、認知療法・認知行動療法の理論から、行動的技法の問
題解決技法、認知的技法の認知再構成法などについて事例を交えて解説します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434975
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203191
臨床動作法は、日本で生まれた心理援助法です。多くの心理療法が言葉を手段として進めていくのに対して、
臨床動作法は動作をその手段として心理的援助を行います。この巻では心理的援助を目的とした、臨床動作
法の考え方や基本技法、またその意義や留意点について解説します。

臨床動作法（動作療法） 【動画】（心理臨床
を学ぶ 6） （※）

分 野

表現療法～MSSMを中心に～ 【動画】（心理
学術・1アクセス
臨床を学ぶ 7） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434982
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203192
表現療法は、絵画やダンス、詩歌、写真などの芸術活動を通して、クライエントの心理的問題に対して治療的
に関わるものをいいます。この巻では、描画を用いた表現療法を中心に表現療法の理論や実際について解説
します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434999
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203193
風景構成法は、セラピストとの関係性により描かれた風景構成法作品を媒介として、クライエントを理解してい
こうとするものです。この巻では、心理療法的側面を中心に風景構成法の構造や実際について解説します。

風景構成法 【動画】（心理臨床を学ぶ 8）
（※）

分 野

箱庭療法 【動画】（心理臨床を学ぶ 9） （※） 学術・1アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435002
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203194
箱庭療法は、砂箱に入れられた砂と玩具を使ってクライエントが表現する箱庭を、セラピストがクライエントの
心のこととして捉えようとしていきます。この巻では、箱庭療法について理論や方法、実際について解説しま
す。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435019
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203195
遊戯療法は、主に子どもを対象とした心理療法です。子どもが安心して遊ぶことができる場を提供することで、
健康な成長へと向かうように援助していきます。この巻では、遊びの意義や本質、子どもとセラピストとの関
係、遊戯療法の実際などについて解説します。

遊戯療法 【動画】（心理臨床を学ぶ 10）
（※）
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435026
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203196
家族療法は、家族を一つのシステムとして捉え、家族システムの関係を見つめ直し修正することで、主訴とさ
れる問題の改善・解決につなげていこうとする療法です。この巻では、家族療法についてシステム論を中心
に、その理論や基本的な技法のジョイニング、リフレーミング、家族粘土法について解説します。

家族療法 【動画】（心理臨床を学ぶ 11）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435033
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203197
病院臨床は、臨床心理士の資格をもつ心理臨床家が医療・保健領域で行う臨床業務です。この巻では、単科
精神科病院の場合を例に、臨床心理士の役割やA-Tスプリットなどの専門性、求められる資質などについて
解説します。

病院臨床 【動画】（心理臨床を学ぶ 12）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435040
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203198
スクールカウンセラーは、相談活動や啓発活動、ケースワーク的な働きなど広く活動することが求められる総
合臨床家です。この巻ではスクールカウンセリングの理解を深めるために、いじめや不登校、発達障害につい
て、保護者支援や教師との連携の実際について、学校現場の様子を交えながらスクールカウンセラーの役割
や機能について解説します。

スクールカウンセリング 【動画】（心理臨床
を学ぶ 13） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435057
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203199
保育カウンセリングは、子どもたちのより良い未来のための心理専門職です。この巻では、保育カウンセリング
の理解を深めるために、乳幼児の心身への理解、アセスメント、カウンセリングなど、保育カウンセラーの専門
性とその実際について解説します。

保育カウンセリング 【動画】（心理臨床を学
ぶ 14） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435064
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203200
心理臨床家は、クライエントのプライバシー保護を含めた職業倫理を遵守することが求められます。また、研究
や訓練を行い日々研鑽に励むことが重要です。この巻では、心理臨床の倫理・研究・訓練について解説しま
す。

心理臨床の倫理・研究・訓練 【動画】（心理
臨床を学ぶ 15） （※）

分 野

■目で見る解剖と生理 第2版 【動画】 全15
学術・1アクセス
巻 （※）

¥528,000(＋税)
¥1,056,000(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203202
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
ヒトの身体について学ぶ全ての方が、その構造や機能に興味を持つきっかけとなり、楽しく理解できるように、
CGアニメーションやデータを豊富に加えた番組です。
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分 野

神経系 １ 【動画】（目で見る解剖と生理 第
学術・1アクセス
２版 1） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432650
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203203
神経系の発生、脳（大脳、間脳、中脳、橋、延髄、小脳）と脊髄とそれらを包む膜構造や血管の構造と機能、神
経細胞の興奮伝導・伝達のしくみ、連合野（聴覚、視覚、体性感覚）、情動反応、随意運動の伝導路とその制
御などについて解説します。

分 野

神経系 ２ 【動画】（目で見る解剖と生理 第
学術・1アクセス
２版 2） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432667
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203204
脳神経と脊髄神経の構造と機能、特殊感覚（視覚、聴覚、平衡感覚、嗅覚、味覚）の受容器で刺激を受け止め
るしくみ、体性感覚の受容器と伝導路、痛みの種類とその伝導路などについて解説します。

分 野

循環系 １ 【動画】（目で見る解剖と生理 第
学術・1アクセス
２版 3） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432674
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2008年 商品コード 1028203205
心臓の位置と内部構造、心筋の特性（ギャップ結合、張力）、心臓拍動のしくみ（自動能、刺激伝導系）、興奮
の伝播と心電図、心周期、圧-容積関係、収縮性とその調整、心拍数の調節などについて解説します。

分 野

循環系 ２ 【動画】（目で見る解剖と生理 第
学術・1アクセス
２版 4） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432681
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203206
血管系とリンパ系の走行、血管の種類、動脈・毛細血管・静脈の壁構造、血管の分布、血液循環のしくみ、血
圧の測定や調節系、リンパ管とリンパ節の構造、リンパ系の循環、リンパの成分などについて解説します。

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432698
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203207
血液の成分、赤血球・白血球・血小板の産生、赤血球の酸素運搬能とそのしくみ、白血球の種類とそれぞれの
役割、血液凝固系のしくみ、血液型、血清の成分、毛細血管圧と膠質浸透圧による末梢の体液循環などにつ
いて解説します。

血液 【動画】（目で見る解剖と生理 第２版
5） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432704
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203208
呼吸によるガス交換とガス運搬のしくみ、外気にさらされる呼吸器に備わる防御機構、呼吸音、呼吸機能の状
態とそれを調べる検査（肺活量、換気血流比など）、胸郭を動かすしくみ（筋群、神経系）について解説します。

呼吸 【動画】（目で見る解剖と生理 第２版
6） （※）
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分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432711
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203209
神経および内分泌による細胞間情報伝達の特徴、視床下部の働き、自律神経系（交感神経、副交感神経）の
分布と働き、神経伝達物質と受容体、内分泌器官、ホルモンの種類と機能、ホルモン分泌の調節などについて
解説します。

自律神経・内分泌 【動画】（目で見る解剖と
生理 第２版 7） （※）

分 野

運動系 １ 【動画】（目で見る解剖と生理 第
学術・1アクセス
２版 8） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432728
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203210
骨の構造、骨形成と骨破壊、筋の構造、筋収縮のメカニズム、筋収縮のエネルギー、筋線維のタイプ、筋収縮
の様式、筋紡錘による筋収縮の調節などについて解説します。

分 野

運動系 ２ 【動画】（目で見る解剖と生理 第
学術・1アクセス
２版 9） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432735
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203211
上肢と下肢の骨・関節の解剖、関節とそれを動かす筋肉の構造、関節の動きの特徴などについて、身体の動
きをイメージしながら解説します。

分 野

消化系 １ 口、消化管 【動画】（目で見る解
学術・1アクセス
剖と生理 第２版 10） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432742
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203212
口、消化管の構造と機能、消化のしくみ、栄養素と溶液の吸収のしくみ、排便や嘔吐のメカニズム、消化管の
防御機構などについて解説します。

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432759
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203213
肝臓の構造と機能（糖代謝、脂質代謝、タンパク質代謝、胆汁合成・分泌、解毒）、胆嚢と胆道の構造と機能、
膵臓の構造と機能（外分泌、内分泌）などについて解説します。

消化系 ２ 肝臓・胆嚢・膵臓・代謝 【動画】
（目で見る解剖と生理 第２版 11） （※）

分 野

腎・尿路 【動画】（目で見る解剖と生理 第２
学術・1アクセス
版 12） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432766
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2009年 商品コード 1028203214
腎臓の構造、糸球体・尿細管・集合管の構造、尿生成のしくみ（濾過や再吸収の原理）、身体のpH調節・浸透
圧・血圧の調節、尿路の構造、排尿のしくみとその調節などについて解説します。
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分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432773
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203215
男性生殖器・女性生殖器の構造と機能、月経周期、受精・妊娠のしくみ、胎児の発育、乳房の構造と機能など
について解説します。

生殖 【動画】（目で見る解剖と生理 第２版
13） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432780
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203216
免疫系の機序（自然免疫と獲得免疫）、自己寛容、リンパ球の活性化、抗体、抗原提示、サイトカイン、補体な
どについて解説します。

免疫 【動画】（目で見る解剖と生理 第２版
14） （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
9784862432797
著編者名
坂井 建雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203217
細胞の構造、細胞小器官の構造と機能、DNAの構造、DNAの複製と細胞分裂、遺伝子の発現のしくみ（転写、
翻訳）などについて解説します。

細胞・遺伝子 【動画】（目で見る解剖と生理
第２版 15） （※）

分 野
¥457,600(＋税)
学術・1アクセス
¥915,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203236
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
チーム医療スタッフに必要な解剖・生理・病態のベーシックな知識を器官系別に、映像とCGアニメーションに
よって、よりわかりやすく解説！

■目で見る医学の基礎 第2版 【動画】 全
13巻 （※）

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203237
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
人体の構成単位である細胞、細胞の基本構造である細胞膜・ミトコンドリア・小胞体・ゴルジ装置・細胞骨格・
核などの構造と働きについて、そして細胞の生活現象である細胞分裂や細胞の死、細胞周期の異常によって
生じる腫瘍について、さらに形と働きの似た細胞が集まった組織、組織が集まって機能をもった器官について
解説します。

細胞と組織 【動画】（目で見る医学の基礎
第2版 1） （※）

分 野

神経系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2版
学術・1アクセス
2） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203238
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
身体を統合する神経系、神経系を構成する神経細胞やその働きを助けるいろいろな支持細胞、神経系の発生
と区分、脳と脊髄を包む軟膜・クモ膜・硬膜の構造と機能、脳の血管、情報の伝達と処理のしくみ、運動や感覚
の伝導路、大脳基底核や小脳の働き、そして自律神経系の働きなどについて解説します。

2018/12/13 現在

分 野

循環器系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2
学術・1アクセス
版 3） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203239
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
心臓の構造、心臓拍動のしくみ（刺激伝導系、ペースメーカー電位など）、心電図の誘導と異常、心筋収縮のし
くみ、心周期、心臓弁の構造と心臓弁膜症、心臓の発生と先天性心疾患、心不全などについて、そして血管・
リンパ系の構造、血圧の測定、血管・リンパ系の異常や疾患（高血圧、動脈硬化、浮腫など）、さらにショックに
ついて解説します。
分 野

呼吸器系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2
学術・1アクセス
版 4） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203240
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
気道・肺の構造、換気とガス交換や全身へのガス運搬のしくみ、身体のpH調節のしくみ、気道・肺の疾患（気
管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、悪性中皮腫、肺癌など）、さらに肺循環や胸膜、呼吸筋・神経
系の構造と働き、主な疾患（エコノミークラス症候群、肺高血圧症、睡眠時無呼吸症候群など）について解説し
ます。
分 野

骨格・筋肉系 【動画】（目で見る医学の基礎
学術・1アクセス
第2版 5） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203241
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
骨の種類と構造、骨代謝のしくみ、骨の疾患（骨粗鬆症、骨折など）、関節の種類と構造、関節の疾患（脱臼、
リウマチなど）、骨格筋の構造、筋収縮のしくみ、筋肉の収縮様式、骨格筋の傷害（肉離れ、腱断裂など）につ
いて解説します。

分 野

消化器系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2
学術・1アクセス
版 6） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203242
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
食道の構造と疾患（食道炎、食道腫瘍など）、胃の構造と粘膜細胞の機能、胃の疾患（胃炎、胃癌など）、小
腸・大腸の構造と疾患（炎症、腫瘍、腸閉塞など）について、さらに肝臓・胆嚢・膵臓の構造と働き、その主な疾
患（肝炎、肝硬変、肝癌、胆石、膵炎など）について解説します。

分 野

泌尿器系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2
学術・1アクセス
版 7） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203243
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
腎臓の構造と、尿を生成するまでの濾過や再吸収のしくみ、身体の水分・血圧・pH調節の働き、赤血球産生を
促進する働き、腎臓の疾患（IgA腎症、慢性腎不全、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、高血圧性腎症など）、
さらに尿路の構造と、排尿調節のしくみ、尿路の疾患（尿路感染症、結石症、移行上皮癌）について解説しま
す。
分 野

生殖器系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2
学術・1アクセス
版 8） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203244
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
生殖器系の発生、男性生殖器の構造と機能（勃起～射精のしくみ）、男性生殖器の疾患（精索静脈瘤、前立腺
肥大、前立腺癌）、女性生殖器（乳房を含む）の構造と機能（月経周期など）、女性生殖器の疾患（卵巣腫瘍、
子宮頸部癌、乳癌）、そして受精・妊娠・出産のしくみについて解説します。

2018/12/13 現在

分 野

内分泌系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2
学術・1アクセス
版 9） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203245
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
ホルモンの性質（化学的性状）、主な内分泌腺（視床下部・下垂体、甲状腺・副甲状腺、ランゲルハンス島、副
腎）の構造、それぞれのホルモンの作用、その分泌異常によって起こる疾患（クッシング症候群、橋本病、糖尿
病など）、さらに消化管ホルモンやメラトニンについて解説します。

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203246
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
赤血球の産生と働き、いろいろな原因で起こる貧血、白血球の産生と働き、白血病、血小板の産生と働き、凝
固系のしくみと異常（血友病など）、血液型（ABO式、Rh式）について、さらに血清からの情報（臓器に特異的な
酵素など）について解説します。

血液 【動画】（目で見る医学の基礎 第2版
10） （※）

分 野

皮膚・感覚器系 【動画】（目で見る医学の基
学術・1アクセス
礎 第2版 11） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203247
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
視覚器・聴覚器・嗅覚器・味覚器・皮膚感覚器それぞれについて、感覚の刺激とその情報を細胞の電気信号
に変える特殊な構造、情報の処理、さらにそれぞれの感覚器の主な異常（老視・近視・遠視・乱視、色覚障害、
難聴、メニエール病など）について解説します。

分 野
¥35,200(＋税)
学術・1アクセス
¥70,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203248
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
感染症発症のメカニズム（細菌感染、ウイルス感染、宿主の防御）、起炎病原体（細菌、ウイルス、マイコプラズ
マ、リケッチア、クラミジア、真菌、原虫）の特徴、病原体の検出方法、抗菌薬の作用機序と耐性機構、感染の
予防としてワクチンや消毒・滅菌法について解説します。

感染 【動画】（目で見る医学の基礎 第2版
12） （※）

分 野

免疫系 【動画】（目で見る医学の基礎 第2版
学術・1アクセス
13） （※）

¥35,200(＋税)
¥70,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203249
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
免疫系の機序（自然免疫と獲得免疫）、免疫系の失調・不全として過敏性反応によるI型・II型・III型・IV型アレル
ギー、自己免疫疾患（橋本病、慢性関節リウマチ）、免疫不全症（胸腺低形成、AIDS）について、さらに結核と
ワクチンを例に感染症と感染の防御について解説します。

分 野

■目で見る運動生理学 第2版 【動画】 全6
学術・1アクセス
巻 （※）

¥184,800(＋税)
¥369,600(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203270
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
このDVDでは、生理学をベースに身体運動の生理的変化や機能・適応についてCGや実写映像でわかりやすく
解説しています。また、パフォーマンスの向上や、健康増進をもたらす適切な運動の実施法・指導法について
も説明しています。

2018/12/13 現在

分 野

神経・骨格筋系の科学 【動画】（目で見る運
学術・1アクセス
動生理学 第２版 1） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434005
著編者名
川上 泰雄
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203271
筋肉の収縮は様々な運動の原動力であり、運動能力の根幹となっています。筋肉の構造や収縮の仕組み、運
動時の筋肉へのエネルギー供給、筋肉の働きを制御している神経の働きなどについて解説します。

分 野

呼吸・循環器系の科学 【動画】（目で見る運
学術・1アクセス
動生理学 第２版 2） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434012
著編者名
宮地 元彦
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203272
運動中は、心臓の鼓動は高まり、息づかいも激しくなります。呼吸器系では、呼吸の調節やガス交換などの呼
吸の働き、運動強度、酸素摂取量、酸素借、酸素負債などについて、循環系では、心臓の構造や循環経路、
運動と血圧、血流再配分、末梢循環系などについて解説します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434029
著編者名
永島 計
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203273
全ての正常な生体反応の目的は、ホメオスタシスの維持にあります。ホメオスタシスに重要な浸透圧やｐＨ、腎
臓の機能、体温調節などについて解説していきます。

ホメオスタシスの科学 【動画】（目で見る運
動生理学 第２版 3） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434043
著編者名
内藤 久士
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203275
スポーツでパフォーマンスを発揮するためには、安全で正しいトレーニングが大切です。トレーニングの原理・
原則、身体機能の適応、安全なトレーニング（ウォームアップ・クルーダウン）などについて解説します。

トレーニングの科学 【動画】（目で見る運動
生理学 第２版 5） （※）

分 野

スポーツ医学 【動画】（目で見る運動生理学
学術・1アクセス
第２版 6） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434050
著編者名
石田 浩之
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2010年 商品コード 1028203276
健康の維持・増進、生活習慣病と運動健康の維持・増進には定期的な運動が重要です。特に運動は生活習
慣病の予防・改善に効果があり、それを得るために計画的かつ具体的に患者に運動指導することを「運動処
方」といいます。生活習慣病に対する運動の効果と、運動処方の実際について解説しています。

分 野
¥277,200(＋税)
学術・1アクセス
¥554,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203289
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
医療の現場では、日々さまざまな医療工学機器（Medical Engineering：ME機器）を取り扱います。本シリーズで
は、ME機器を的確に、そして安全に使用するために必要な、ME機器の原理と正しい取り扱い方、トラブル対応
などについて実際の機器を使った映像とCGによってわかりやすく解説しています。臨床看護学や医療安全の
学習、研修にご活用ください。

■ME機器の知識と技術 【動画】 全9巻
（※）

2018/12/13 現在

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434159
著編者名
渕本 雅昭
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203290
輸液ポンプ、シリンジポンプのしくみや種類を解説し、機器の使用方法（使用前準備、終了時の作業、日常のメ
ンテナンス）、トラブル対応について紹介します。また機器使用時の観察ポイントについても見ていきます。

輸液ポンプ、シリンジポンプ 【動画】（ME機
器の知識と技術 1） （※）

分 野

除細動器 【動画】（ME機器の知識と技術 2）
学術・1アクセス
（※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434166
著編者名
下舘 勇樹
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203291
心臓の解剖生理、心室細動、胸骨圧迫の意義について解説し、除細動器のしくみと種類、機器の使用方法
（パドル、パッドの使用法、放電方法、日常のメンテナンス）について紹介します。また除細動器のトラブル対応
についても見ていきます。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434173
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2011年 商品コード 1028203292
胸腔の解剖生理について解説し、低圧持続吸引器の働きやしくみ、各ボトルの役割、使用方法（ドレンチュー
ブの接続、吸引圧、患者のアセスメント、排液バッグの交換など）について紹介します。またトラブル対応につ
いても見ていきます。

低圧持続吸引器 【動画】（ME機器の知識と
技術 3） （※）

分 野

パルスオキシメーター、ETCO2モニター 【動
学術・1アクセス
画】（ME機器の知識と技術 4） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434180
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203293
パルスオキシメーターについて、基本的構造、酸素飽和度の測定原理を解説し、機器の使用方法、使用時の
注意点を紹介します。またEtCO2モニターについて、種類（メインストリーム方式、サイドストリーム方式）、呼気
二酸化炭素の測定原理、機器使用時の注意点を紹介します。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434197
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203294
動脈圧モニタリングの意義としくみについて解説し、モニタリングの方法（ラインの接続、プライミング、トランス
デューサ位置など）、トラブル対応を紹介します。スワンガンツカテーテルについては、そのしくみと観察できる
圧波形などについて解説します。またトラブル対応として採血、薬剤投与、ライン管理、アラームへの対応につ
いて紹介します。

動脈モニタリング、スワンガンツカテーテル
【動画】（ME機器の知識と技術 5） （※）

分 野

ペースメーカー 【動画】（ME機器の知識と技
学術・1アクセス
術 6） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434203
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203295
体外式ペースメーカーを中心として、ペースメーカーの適応、しくみ（ペーシング、センシング、制御方式など）に
ついて解説し、使用方法（レート、出力、感度の設定、心電図波形の確認、患者の観察）、経皮ペーシングを紹
介します。トラブル対応についても見ていきます。
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434210
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203296
腎臓の解剖生理、血液浄化装置のしくみを解説し、血液透析（HD）を中心とした使用方法（血液回路のセッティ
ング、ダイアライザーのセッティング、プライミング、血液浄化装置の設定、使用中の注意点、透析終了時の作
業など）を紹介します。またトラブル対応についても見ていきます。

血液浄化装置 【動画】（ME機器の知識と技
術 7） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434227
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203297
IABPの機能としくみ、バルーンの拡張・収縮の制御法、適応について解説し、使用方法（使用前準備、ベッドサ
イドでのセッティング、バルーンの拡張・収縮のタイミング調整、使用中の注意点など）を紹介します。またトラ
ブル対応についても見ていきます。

IABP 【動画】（ME機器の知識と技術 8）
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862434234
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2012年 商品コード 1028203298
PCPSのしくみ、適応、遠心ポンプ・人工肺の構造と機能について解説し、使用方法（回路のセッティング、プラ
イミング、送脱血カニューレと回路の接続、酸素流量・濃度の調整、血流量の調整、使用中の観察ポイントな
ど）を紹介します。またトラブル対応についても見ていきます。

PCPS 【動画】（ME機器の知識と技術 9）
（※）

分 野
¥61,600(＋税)
学術・1アクセス
¥123,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203307
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
「痛み」は身体に生じた異常や危険を知らせる警告反応です。しかし「痛み」は極めて主観的で、他人とは共有
できない感覚です。多くの患者が痛みを訴えますが、客観的に理解することは容易ではありません。本番組で
は、知っておきたい痛みについての知識をわかりやすく解説しています。

■知っておきたい痛みの知識 【動画】 全2
巻 （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862435996
著編者名
宮崎 東洋
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203308
痛みとは何かについて、痛みを「侵害受容性の痛み」「神経障害性の痛み」「心因性の痛み」に分類し、痛みの
原因やメカニズムなどについて説明します。また痛みへの対処として、ペインクリニックで行われている薬物療
法、神経ブロック、慢性の痛みへの対応などについて解説します。

痛みってなに？ 【動画】（知っておきたい痛
みの知識 1） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436009
著編者名
宮崎 東洋
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1028203309
痛みの概念、及び、体性深部痛（筋肉痛、関節痛）、口腔顔面痛（歯痛、顎関節痛）、頭痛（片頭痛、群発頭
痛、緊張型頭痛）、内臓痛（胸痛、腹痛）、泌尿器の痛み（腎臓の異常、排尿時の痛み）、産婦人科領域の痛み
（中間痛、月経困難、陣痛）、がん性疼痛などについて解説します。

いろいろな痛み 【動画】（知っておきたい痛
みの知識 2） （※）
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分 野
¥123,200(＋税)
学術・1アクセス
¥246,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203322
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
生活習慣病とは、運動不足や食生活の乱れなどの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。この生活
習慣病の予防・改善に、大きくかかわるのが運動です。このシリーズでは、生活習慣病を「正しく」理解し、安全
に生活習慣病の予防・改善、健康の維持・増進を図るための運動指導の実際や注意点について解説します。

■生活習慣病の運動指導 【動画】 全4巻
（※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436023
著編者名
鈴木 政登
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203323
運動と健康とのかかわりや運動によって起こる身体的メリット・デメリット、そして運動指導を行う際に必要とな
る運動強度や運動の原則、「健康づくりのため身体活動基準2013」などについて解説しています。

運動指導の基礎知識 【動画】（生活習慣病
の運動指導 1） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436030
著編者名
鈴木 政登
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2013年 商品コード 1028203324
メタボリックシンドローム・肥満症・高血圧・糖尿病・脂質異常症：メタボリックシンドロームや糖尿病などがどの
ような病気なのか、そしてその合併症などについてＣＧや映像を用いて分かりやすく説明し、その運動指導を
安全に行うためのポイントや注意点について解説しています。

生活習慣病 I 【動画】（生活習慣病の運動
指導 2） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436047
著編者名
橋本 通
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1028203325
虚血性心疾患：虚血性心疾患とはどのような病気か、また疾患の発症にかかわる危険因子とそれを是正する
ための運動について、注意点を交えてわかりやすく解説しています。

生活習慣病 II 【動画】（生活習慣病の運動
指導 3） （※）

分 野

生活習慣病 III 【動画】（生活習慣病の運動
学術・1アクセス
指導 4） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862436054
著編者名
石島 旨章
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2014年 商品コード 1028203326
ロコモティブシンドローム・骨粗鬆症・変形性関節症：要介護・要支援の原因となる運動器の障害について、
2007年に提唱されたロコモティブシンドロームや骨粗鬆症、変形性関節症についてわかりやすく説明し、運動
の注意点についても解説しています。

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437969
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203338
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
この番組は、運動が身体に与える影響や健康、病気、障害との関連について、また健康増進や競技力の向上
など目的に合わせた正しい運動の考え方について解説します。

運動と健康 【動画】（わたしたちのからだと
健康 第3版 1） （※）
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分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437983
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203340
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
この番組は、生活リズムと食生活や食事内容の変化から生じる健康への影響、バランスの良い食事のとり方、
過剰なダイエットによって生じる健康問題、また正しいダイエット、そしてスポーツ栄養やサプリメントの基本的
な知識について解説します。

食事と健康 【動画】（わたしたちのからだと
健康 第3版 3） （※）

分 野

喫煙・飲酒・薬物乱用 【動画】（わたしたちの
学術・1アクセス
からだと健康 第3版 4） （※）

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437990
著編者名
底本ISBN
商品コード 1028203341
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
この番組は、たばこに含まれる成分が喫煙者に及ぼす健康問題、また周りにも害を及ぼす受動喫煙につい
て、またアルコールが身体に与える影響や正しい飲酒の考え方、そして薬物乱用につながる薬物の知識や乱
用が体や心に与える影響について解説します。

分 野
¥2,510,970(＋税)
学術・1アクセス
¥5,021,940(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027880042
出版社
羊土社
底本発行年
生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」の1983年創刊号より2017年までの月刊誌と増刊号の全608冊
を、30％引きでご契約いただけるお得なセットです。1983年の創刊以降、生命科学・医学分野の研究者、学
生・大学院生、医療や製薬に携わる多くの方々にご愛読いただいています。日本の生命科学研究の歴史と未
来を本誌面でご覧いただけましたら幸いです。

■実験医学 【創刊号−2017年】（Vol.1〜
Vol.35） 全巻セット

分 野
¥1,321,650(＋税)
学術・1アクセス
¥2,643,300(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027880043
出版社
羊土社
底本発行年
生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」の2008年より2017年までの月刊誌と増刊号の総計200冊を、
10％引きでご契約いただけるお得なセットです。

■実験医学 【2008年−2017年】(Vol.26〜
Vol.35) セット

分 野
¥705,375(＋税)
学術・1アクセス
¥1,410,750(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027880044
出版社
羊土社
底本発行年
生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」の2013年より2017年までの月刊誌と増刊号の総計100冊を、5％
引きでご契約いただけるお得なセットです。

■実験医学 【2013年−2017年】(Vol.31〜
Vol.35) セット

分 野
¥148,500(＋税)
学術・1アクセス
¥297,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027880045
出版社
羊土社
底本発行年
生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」の2016年刊行の月刊誌12冊と増刊号8冊、総計20冊が収載

実験医学 【2016年】
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分 野
¥148,500(＋税)
学術・1アクセス
実験医学 【2017年】
¥297,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027880046
出版社
羊土社
底本発行年
生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」の2017年刊行の月刊誌12冊と増刊号8冊、総計20冊が収載
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