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No.2018-484 

子宮頸癌 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784830622533  

著編者名 安田 政実 発行年 2018 商品コード 1027907022 

腫瘍病理鑑別診断シリーズ「子宮頸癌」待望の第2版。2009年の初版発行から約10年、WHO分類や取扱い規約も改訂を重ね、
子宮頸部腫瘍の進行期分類や組織分類、細胞診の報告様式は大きく変わった。最近では、病理医は婦人科医らとともに臨床に
携わることも求められている。本改訂では、そうした状況を踏まえ、精選した病理写真を豊富に掲載し、定義や概念、診断上の要
点を解説した。子宮頸部腫瘍を立体的に俯瞰できるものとなっている。 

Net・下垂体・副甲状腺・副腎  
同時1アクセス（本体） ¥35,200 

同時3アクセス（本体） ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830622519  

著編者名 笹野 公伸  亀山 香織  発行年 2017 商品コード 1027907020 

内分泌臓器に発生する病変は、その病理組織形態所見が複雑で、病変も多岐にわたる。まさに、病理医と臨床医との間のクロ
ストークが他の臓器よりも重要な領域といえる。本書では、WHO分類2017の改定内容を見据えて最新の知見を入れて解説する。
本邦では数少ない内分泌疾患の病理および臨床双方の専門家の解説により、病理医がこれらの疾患の病理組織診断に遭遇し
た際の臨床側からのminimum requirementに応えられるようにした。 

脳腫瘍  
同時1アクセス（本体） ¥35,200 

同時3アクセス（本体） ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830622526  

著編者名 小森 隆司  廣瀬 隆則 発行年 2017 商品コード 1027907021 

脳腫瘍の病理診断が難しい要因の一つとして、組織・免疫・遺伝学的所見が必ずしも腫瘍型に特異的ではないことが挙げられる。
それを補うために、形態情報に加えて、臨床、画像、遺伝子情報を統合的に判断するintegrated diagnosisが提唱されている。臨
床画像情報から候補となる腫瘍を思い浮かべつつHE標本を鏡検し、必要な免疫組織化学染色と遺伝学的検査を選択する診断
の流れを学ぶ。 

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 

乳癌 第2版 森谷 卓也 2016 9784830622502 ¥35,200 ¥52,800 1025188254 

骨腫瘍  野島 孝之 2016 9784830622496 ¥33,000 ¥49,500 1025188255 

胆道癌・膵癌  鬼島 宏 2015 9784830622472 ¥39,600 ¥59,400 1027137542 

胃癌 第2版 深山 正久 2015 9784830622489 ¥35,200 ¥52,800 1024025297 

頭頸部腫瘍 1 森永 正二郎 2015 9784830622458 ¥33,000 ¥49,500 1027446867 

頭頸部腫瘍 2 森永 正二郎 2015 9784830622465 ¥37,400 ¥56,100 1027446868 

縦隔腫瘍・胸膜腫瘍  深山 正久 2014 9784830622403 ¥33,000 ¥49,500 1027621961 

肺癌  深山 正久 2014 9784830622410 ¥33,000 ¥49,500 1027621962 

子宮体癌  森谷 卓也 2014 9784830622427 ¥28,600 ¥42,900 1027907019 

造血器腫瘍  定平 吉都 2013 9784830622380 ¥33,000 ¥49,500 1027907017 

腎癌  長嶋 洋治 2013 9784830622397 ¥33,000 ¥49,500 1027907018 

卵巣腫瘍  本山 悌一 2012 9784830622359 ¥26,400 ¥39,600 1027907014 

食道癌  田久保 海誉 2012 9784830622366 ¥33,000 ¥49,500 1027907015 

腎盂・尿管・膀胱癌  都築 豊徳 2012 9784830622373 ¥33,000 ¥49,500 1027907016 

甲状腺癌  坂本 穆彦 2011 9784830622328 ¥26,400 ¥39,600 1027907011 

軟部腫瘍  長谷川 匡 2011 9784830622335 ¥33,000 ¥49,500 1027907012 

大腸癌  八尾 隆史 2011 9784830622342 ¥33,000 ¥49,500 1027907013 

肝癌  中沼 安二 2010 9784830622274 ¥33,000 ¥49,500 1027907008 

皮膚腫瘍 1 真鍋 俊明 2010 9784830622281 ¥33,000 ¥49,500 1027907009 

皮膚腫瘍 2 真鍋 俊明 2010 9784830622298 ¥33,000 ¥49,500 1027907010 

前立腺癌  白石 泰三 2009 9784830622250 ¥26,400 ¥39,600 1027907007 

全24冊揃価格 同時1アクセス（本体） ¥787,600 同時３アクセス（本体） ¥1,181,400 
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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 

運動療法としてのピラティスメソッド ―アスリートに対する実践的プログラミング― 桑原 匠司 2017 9784830651854 ¥8,360 ¥12,540 1026875514 

脳卒中に対する標準的理学療法介入 ―何を考え, どう進めるか?―第2版 潮見 泰藏 2017 9784830645495 ¥14,300 ¥21,450 1027907003 

図解運動療法ガイド 内山 靖 2017 9784830645501 ¥22,000 ¥33,000 1027907004 

運動のつながりから導く肩の理学療法 千葉 慎一 2017 9784830645549 ¥8,800 ¥13,200 1028304207 

認知症の標準的解釈とリハビリテーション介入 金谷 さとみ 2017 9784830645556 ¥6,600 ¥9,900 1028304209 

脳卒中・片麻痺理学療法マニュアル 第2版 長澤 弘 2017 9784830645518 ¥12,100 ¥18,150 1027907005 

身体(カラダ)が求める運動とは何か ―法則性を活かした運動誘導― 水口 慶高 2017 9784830645532 ¥5,500 ¥8,250 1028494742 

臨床実践足部・足関節の理学療法 （教科書にはない敏腕PTのテクニック） 松尾 善美 2017 9784830645563 ¥9,900 ¥14,850 1028494744 

イラストでわかる高齢者の生活機能向上支援 ―地域ケアでの実践と手法の活用― 山田 実 2017 9784830645570 ¥6,600 ¥9,900 1028494745 

ケースで学ぶ徒手理学療法クリニカルリーズニング 藤縄 理 2017 9784830645587 ¥12,760 ¥19,140 1028494747 

高次脳機能障害に対する理学療法 阿部 浩明 2016 9784830645426 ¥13,200 ¥19,800 1025933998 

臨床実践変形性膝関節症の理学療法 （教科書にはない敏腕PTのテクニック） 松尾 善美 2016 9784830645419 ¥9,900 ¥14,850 1025933997 

理学療法を活かす褥瘡ケア ―評価・治療・予防― 杉元 雅晴 2016 9784830645457 ¥7,920 ¥11,880 1026387538 

リアルフィジカルアセスメント ―リハ臨床のためのケーススタディ― 星 孝 2016 9784830645464 ¥8,800 ¥13,200 1026387540 

一般内科医のためのそうだったんだ!リハビリテーション  
―治療にリハビリを取り入れる方法を教えます― 

上月 正博 2016 9784830645488 ¥9,900 ¥14,850 1027446861 

症候障害学序説 ―理学療法の臨床思考過程モデル― 内山 靖 2006 9784830643293 ¥3,960 ¥5,940 1027446865 

                                 
             

                                                           全7冊揃価格 
                                           同時1アクセス（本体）   ¥78,540  
                                                  同時3アクセス（本体） ¥117,810  

 
 
 

 
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 

極める大腿骨骨折の理学療法 
 ―医師と理学療法士の協働による術式別アプローチ― 

斉藤 秀之 2017 9784830645525 ¥12,100 ¥18,150 1028494743 

ベッドサイド理学療法の基本技術・技能 嶋田 智明 2013 9784830643965 ¥10,560 ¥15,840 1028304210 

新人・若手理学療法士のための最近知見の臨床応用ガイダンス 
 ―筋・骨格系理学療法― 

嶋田 智明 2013 9784830643958 ¥10,560 ¥15,840 1028304211 

極める変形性股関節症の理学療法 ―病期別評価とそのアプローチ― 斉藤 秀之 2013 9784830645006 ¥11,000 ¥16,500 1028304212 

極める変形性膝関節症の理学療法  
―保存的および術後理学療法の評価とそのアプローチ― 

斉藤 秀之 2014 9784830645082 ¥11,440 ¥17,160 1028304213 

筋緊張に挑む ―筋緊張を深く理解し,治療技術をアップする!― 斉藤 秀之 2015 9784830643972 ¥11,440 ¥17,160 1028304214 
感覚入力で挑む  
―感覚・運動機能回復のための理学療法アプローチ― 

斉藤 秀之 2016 9784830645327 ¥11,440 ¥17,160 1024390513 
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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 

ピロリ菌陰性時代の上部消化管内視鏡 ―これだけはおさえたい腫瘍性疾患の診か
た― 

山本 頼正 2016 9784830618987 ¥17,600 ¥26,400 1027301894 

胃癌化学療法の要点と盲点 ―考える胃癌化学療法―（Knack & pitfalls） 島田 安博 2017 9784830618994 ¥12,100 ¥18,150 1027621955 

初学者のためのわかる腹部エコー ―所見からみた超音波鑑別診断―第2版 森 秀明 2016 9784830637513 ¥18,700 ¥28,050 1027137540 

腹腔鏡下大腸癌手術の要点と盲点 （Knack & pitfalls） 杉原 健一 2016 9784830623424 ¥19,800 ¥29,700 1026875506 

クローン病の診療ガイド 第2版 日本炎症性腸疾患協会 2016 9784830618963 ¥8,360 ¥12,540 1027137538 

潰瘍性大腸炎の診療ガイド 第3版 日本炎症性腸疾患協会 2016 9784830618956 ¥7,040 ¥10,560 1026875505 

C型肝炎治療のためのDAAの使い方 田中 篤 2016 9784830618970 ¥7,920 ¥11,880 1027137541 

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 

非薬物療法で心不全をコントロールして癒す 瀬尾 由広 2017 9784830619373 ¥13,200 ¥19,800 1028494746 

心不全患者の失敗しない弁膜症治療 大門 雅夫 2017 9784830619366  ¥13,200 ¥19,800 1028057620 

NPPVとネーザルハイフロー ―明日から使うための必修メソッド― 滝澤 始 2017 9784830617348 ¥9,900 ¥14,850 1028057618 

45症例で極める冠動脈疾患の画像診断 ―最適なモダリティを選び・活かす― 赤阪 隆史 2017 9784830619359 ¥12,760 ¥19,140 1027621957 

ザ・ベスト・トリートメント!心臓弁膜症 ―ガイドラインを深読み・先読みする― 伊藤 浩 2017 9784830619342 ¥15,400 ¥23,100 1027907002 

明日から役立つ急性心不全薬物治療のテクニック （Management of Heart Failure） 佐藤 直樹 2017 9784830619656 ¥13,200 ¥19,800 1027621958 

誰も教えてくれなかった高血圧診療の極意 ―患者さんと治療同盟を結ぶための高血圧医療学― 宮川 政昭 2017 9784830610226 ¥4,400 ¥6,600 1027621954 

循環器医が知っておくべき漢方薬 続 ―患者満足度を上げる次の一手― 北村 順 2017 9784830619335 ¥6,160 ¥9,240 1027621960 

判読力を高める!循環器超音波検査士への最短コース 仲宗根 出 2017 9784830637520 ¥10,560 ¥15,840 1027446862 

心筋保護法標準テキストブック 
日本心臓 
血管外科学会 2016 9784830619281 ¥14,300 ¥21,450 1028494750 

ぐるぐる回る呼吸器 （なっとく解剖生理学 3） 五十嵐 雅 2014 9784830600395 ¥7,700 ¥11,550 1026875511 

心臓の機能と力学 山本 一博 2014 9784830619236 ¥7,700 ¥11,550 1026810919 

やりとりする細胞と血液 （なっとく解剖生理学 1） 五十嵐 雅 2013 9784830600371 ¥6,160 ¥9,240 1026875509 

ぐるぐる回す循環器 （なっとく解剖生理学 2） 五十嵐 雅 2013 9784830600388 ¥6,600 ¥9,900 1026875510 

循環器医が知っておくべき漢方薬 正 北村 順 2013 9784830619205 ¥6,160 ¥9,240 1027621959 
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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 

図説神経機能解剖テキスト 浦上 克哉 2017 9784830615467 ¥35,200 ¥52,800 1028304205 

わかりやすい外科学 馬場 秀夫 2017 9784830623431 ¥10,560 ¥15,840 1028304206 

失神外来を始めよう! ―失神のリスク評価の考え方・進め方― 古川 俊行 2017 9784830619380 ¥6,600 ¥9,900 1028304208 

眼底疾患パーフェクトアトラス 飯田 知弘 2017 9784830655494 ¥26,400 ¥39,600 1027907006 

解剖・動作・エコーで導くFasciaリリースの基本と臨床 ―筋膜リリースからFasciaリリースへ―
（Fasciaの評価と治療） 

木村 裕明 2017 9784830627361 ¥9,900 ¥14,850 1027621956 

逃げない!攻める!皮膚科救急テキスト 出光 俊郎 2017 9784830634642 ¥26,400 ¥39,600 1027446863 

人間ドック健診の実際 ―基礎知識から判定・事後指導までのすべてがわかる― 
日本人間 
ドック学会 

2017 9784830650208 ¥11,880 ¥17,820 1028057619 

小児臨床検査ガイド 第2版 水口 雅 2017 9784830630392 ¥26,400 ¥39,600 1028057622 

主訴別診断エラー症例44 ―誤診症例に学ぶ確定診断術― 塩尻 俊明 2017 9784830610233 ¥9,900 ¥14,850 1028057621 

今さら聞けない麻酔科の疑問108 ―基本事項から専門医が知っておきたい知識・テクニックまで― 枝長 充隆 2017 9784830628429 ¥11,000 ¥16,500 1027446864 

生理学テキスト 第8版 大地 陸男 2017 9784830602290 ¥11,000 ¥16,500 1027621953 

地域包括ケアにおけるPT・OTの役割 ―個別地域ケア会議・介護予防事業から学ぶ― 田中 康之 2016 9784830645440 ¥10,560 ¥15,840 1025934000 

イラストでわかる!特定保健用食品と医薬品 ―作用機序と相互作用がまるわかり― 藤本 浩毅 2016 9784830660498 ¥6,160 ¥9,240 1026387539 

眼科検査ガイド 第2版 飯田 知弘 2016 9784830655470 ¥52,800 ¥79,200 1026810917 

前視野緑内障に向き合う ―PPGを発見した時,どう考え管理するか― 中澤 徹 2016 9784830655487 ¥22,000 ¥33,000 1027137539 

眼瞼 第2版（スキル美容外科手術アトラス） 市田 正成 2016 9784830626333 ¥44,000 ¥66,000 1026875507 

そうだったんだ!透析患者 ―外来・入院診療で迷わないための35のアドバイス― 加藤 明彦 2016 9784830620423 ¥8,800 ¥13,200 1027301896 

ゼロから始めるパーキンソン病診療 川上 忠孝 2016 9784830615450 ¥8,360 ¥12,540 1026810918 

甲状腺疾患診療実践マニュアル 第4版 百渓 尚子 2016 9784830620416 ¥10,120 ¥15,180 1027301893 

そうだったんだ!脂質異常症 ―循環器との関係がわかれば治療が変わる!― 伊藤 浩 2016 9784830619328 ¥19,800 ¥29,700 1026810916 

卵巣・卵管腫瘍病理アトラス 改訂・改題第2版 森谷 卓也 2016 9784830604782 ¥48,400 ¥72,600 1027301895 

がん患者の口腔マネージメントテキスト ―看護師がお口のことで困ったら― 上野 尚雄 2016 9784830646799 ¥9,900 ¥14,850 1026387537 

もっと!一発診断100 ―プライマリ・ケアの現場で役立つ― 宮田 靖志 2016 9784830610219 ¥10,560 ¥15,840 1025933999 

知っておきたい!乳房超音波画像とスケッチの書き方 坂 佳奈子 2016 9784830637506 ¥7,700 ¥11,550 1026875504 

PT・OTのための生理学テキスト 安藤 啓司 2016 9784830645471 ¥6,600 ¥9,900 1026810915 

管理栄養士を目指す学生のための解剖生理学テキスト 第4版 岩堀 修明 2016 9784830600401 ¥6,600 ¥9,900 1027446860 

シミの治療 ―このシミをどう治す?―第2版 葛西 健一郎 2015 9784830634628 ¥28,600 ¥42,900 1027446866 

透析の話をする・聞く前に読む本 菅野 義彦 2015 9784830620348 ¥6,160 ¥9,240 1026810920 

スタンダード病理学 第4版 沢辺 元司 2015 9784830604775 ¥15,840 ¥23,760 1026875512 

組織病理アトラス 第6版 小田 義直 2015 9784830604768 ¥55,000 ¥82,500 1027137543 

神経ブロックに必要な画像解剖 （痛みのScience & Practice） 表 圭一 2014 9784830628382 ¥39,600 ¥59,400 1028494748 

痛みのインターベンション治療 （痛みのScience & Practice） 表 圭一 2014 9784830628399 ¥33,000 ¥49,500 1028494749 

病理組織マップ&ガイド 深山 正久 2014 9784830604744 ¥12,100 ¥18,150 1026875513 
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