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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 

手術後鎮痛のすべて （1） 川真田 樹人 2013 9784830628337 ¥26,400  ¥39,600  1029452706 

痛みの薬物治療 （2） 山本 達郎 2013 9784830628344 ¥28,600  ¥42,900  1028697122 

病態・疾患別がん性痛の治療 （3） 井関 雅子 2013 9784830628351 ¥26,400  ¥39,600  1029452707 

腰痛のサイエンス （4） 山本 達郎 2014 9784830628368 ¥26,400  ¥39,600  1028697123 

痛み診療キーポイント （5） 川真田 樹人 2014 9784830628375 ¥28,600  ¥42,900  1029452708 

神経ブロックに必要な画像解剖 （6） 表 圭一 2014 9784830628382 ¥39,600  ¥59,400  1028494748 

痛みのインターベンション治療 （7） 表 圭一 2014 9784830628399 ¥33,000  ¥49,500  1028494749 

臨床に役立つ神経障害性痛の理解 （8） 井関 雅子 2015 9784830628405 ¥33,000  ¥49,500  1029452709 

８冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥242,000 ¥363,000 

2019年 

2019年 

2019年 

2019年 

痛みのscience & practice シリーズ 
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機能評価診断とその技法  
（スポーツ理学療法プラクティス） 

同時1アクセス（本体） ¥11,000 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784830645594  

著編者名 片寄 正樹 発行年 2017 商品コード 1029452702 

[スポーツ理学療法プラクティス]は，医療現場・競技現場でスポーツ理学療法に求められる，アドバンスな技術・知識を解説するシリー
ズ．スポーツ外傷・障害の各種評価方法（理学的検査，医用画像，生化学検査，筋電図，動作分析，フィールドテスト，モニタリング）と，
その結果の解釈を解説．スポーツ外傷・障害の予防戦略，競技パフォーマンスの評価についても解説した，スポーツ理学療法に携わ
る理学療法士・トレーナー必携書． 

運動の成り立ちとは何か 
 ―理学療法・作業療法のためのBiNI Approach― 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784830645099  

著編者名 舟波 真一 発行年 2014 商品コード 1029452710 

編者らが独自に発見した人体の運動の法則性と，統合的運動生成概念に基づいて運動を再定義した独自のアプローチBiomechanics 
& Neuroscience Integrative Approach（BiNI Approach）を開発したので紹介する．自然科学の世界で証明されている事実や法則性など
に基づき，それらを統合して解釈することで，今までとは異なった新しい視点で人の運動の概念を提唱している．リハビリテーションや
全ての臨床家にとっての指針となる一冊． 

理学療法・作業療法のための実践編BiNI 
Approach ―運動の成り立ちから導く,治療をシンプル

にする法則性― 

同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784830645266  

著編者名 舟波 真一 発行年 2015 商品コード 1029452711 

自己組織的な運動生成理論に基づく治療を提案する一冊．簡単な臨床推論から導けるため，若いセラピストであっても効果的な治療
が可能．多くの図を用い，評価から治療まで詳細にBiNI Approachを解説している．実際のクライアントに対してどのように考え，展開し
ていけばいいのかを疾患別に記載している．目的に合わせて，どの項からも読みやすいような構成になっているため，必要な時に，必
要な部分だけを気軽に使っていくことができる． 

ゼロから始める認知症診療 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784830636240  

著編者名 川上 忠孝 発行年 2017 商品コード 1029452703 

わが国では高齢化とともに，認知症患者数も増加し，かかりつけ医の担う役割も増している． 本書はかかりつけ医が行う認知症診療
において，早期発見のための徴候を見逃さないコツ，周辺症状のコントロール，専門医との連携，介護保険の活用の仕方などを明快
に解説した入門書．改正道路交通法に基づく診断書の作成の仕方，介護保険申請のための主治医意見書の作成の仕方など，かかり
つけ医に必要な認知症診療の実際が詰まった1冊． 

手軽にとれる小児神経所見 
 ―カラーイラスト図解― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784830630361  

著編者名 小坂 仁 発行年 2014 商品コード 1029452705 

ベッドサイドで小児の神経所見をとるイメージが湧きやすいようにカラーイラストをふんだんに盛り込み，初学者が目で見て理解できる
“超”入門書．単に所見のとり方を覚えられるだけでなく，その所見に異常があった場合にどんな疾患や病態が考えられるかについて
も言及．小児科医を目指す若手医師が最初に身につけるべき最小限の神経所見に内容を絞って編集した，神経所見のとりかたを学
び始める入門書として最適のテキスト． 

心不全緩和ケアの基礎知識35 
 ―心不全患者とその家族のために知っておきたい 
緩和ケアの考え方― 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784830619403  

著編者名 心不全緩和ケア研究会 発行年 2017 商品コード 1029452704 

高齢心不全患者の増加に伴い，心不全の終末期医療や苦痛に対する緩和ケアが注目されているが，この取り組みはまだ始まったばかりであり，エビデ
ンスも乏しい．本書は，現場で心不全緩和ケアに携わる研究会のメンバーにより，これからの心不全緩和ケアを考えるために必要な基礎知識をまとめた
ものである．厚労省，関連学会から現場の声に至るまで，現段階の考え方と課題を整理し，必要な知識を35の項目にコンパクトにまとめた1冊． 

2019年1月 

2019年 新規配信タイトル 
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卒前・卒後教育に役立つ理学療法士育
成OJTテキスト 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784830645624  

著編者名 斉藤 秀之 発行年 2017 商品コード 1029052051 

学生・新人・２,３年目・中堅者・管理職といった階層別に，何年目でどのくらいのことができていればいいかという目安・指導方法や，急
性期の病棟・リハ室，回復期の病棟・リハ室，維持期・介護施設における入院・入所，外来リハ・通所リハ，訪問リハといった病期・場所
の視点での課題別指導方法について，卒前～卒後をシームレスに捉えるOJTの方法を中心に，指導する側・される側にとっての指針・
基盤となる理学療法モデルを定義． 

もう怖くない!心房細動の抗凝固療法 
 ―プライマリ・ケア医のためのシンプルアプローチ― 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784830619397  

著編者名 小田倉 弘典 発行年 2017 商品コード 1029052050 

心房細動は，現在日本に100万人以上いると推定されているcommon diseaseで，プライマリ・ケア医も遭遇することの多い疾患である．
血栓が生じやすいため，脳梗塞リスクの高い患者ではその予防のために抗凝固療法が必要であるが，出血リスクが高まるため，苦手
としているプライマリ・ケア医も多い．本書は，自身もプライマリ・ケア医の現場に身を置く著者が，心房細動の抗凝固療法を行ううえで
知っておくべき知識を余すところなく解説する一冊． 

ガイドライン+αの危険な咳・そうでない
咳の見分け方 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784830617355  

著編者名 松瀬 厚人 発行年 2017 商品コード 1029052049 

「咳嗽に関するガイドライン」作成委員の著者による一般内科医のための咳診療テキスト．咳は臨床現場で遭遇する頻度が極めて高
い症候で，その原因疾患は多岐にわたり，肺癌などの重篤な原因疾患を見逃してはならない．本書では重篤な原因疾患を除外するた
めの検査法から，診断前治療における処方の仕方とその評価，薬の止めどき，患者指導，専門医への紹介のタイミングなど，一般内
科医が進める実際の診療の流れに沿って解説する． 

一冊でわかる婦人科腫瘍・疾患 
 ―周産期疾患,生殖・内分泌疾患,乳癌を含む― 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784830631238  

著編者名 片渕 秀隆 発行年 2017 商品コード 1029052048 

婦人科でみられる疾患の理解には，臨床検査画像と病理画像を合わせて理解してゆくことが求められる．本書は１年目～専門医試験
を目指すレベルの婦人科医を対象に，婦人科の腫瘍・疾患を，臨床検査画像（エコー，CT，MRI）と病理画像を対比しつつ多面的に解
説する．専門医試験の範囲をカバーし，かつ病理診断が重要になる産科・不妊関連の疾患，乳癌も含めて解説．多岐にわたる婦人科
疾患を理解するための入り口として最適の一冊． 

ケースで学ぶ視能矯正臨床思考 
 ―POSの活用― 

同時1アクセス（本体） ¥18,700 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784830656026  

著編者名 高﨑 裕子 発行年 2017 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． 

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― 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784830628436  

著編者名 村田 光繁 発行年 2017 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． 

2018年 近刊配信タイトル 

2019年1月 
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目でみるERと麻酔 
同時1アクセス（本体） ¥14,300 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784830628443  

著編者名 高崎 眞弓 発行年 2017 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． 

麻酔偶発症A to Z 
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 9784830628450  

著編者名 高崎 眞弓 発行年 2017 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． 

皮膚リンパ腫アトラス 改訂・改題第3版 
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 9784830634659  

著編者名 岩月 啓氏 発行年 2017 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． 

目でみる耳鼻咽喉科疾患 （Visual Series） 
同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784830633294  

著編者名 池田 勝久 発行年 2017 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． 

放射線線量測定学 
同時1アクセス（本体） ¥11,000 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784830642296  

著編者名 西臺 武弘 発行年 2012 商品コード 1029052047 

大好評の「放射線医学物理学」「放射線治療物理学」に続く第3弾．産業と結びついた理工学的視点からではなく，基礎医学・臨床医学
的視点から放射線量の計測法とその人体への影響を評価するための原理・原則を記した画期的なテキスト．今後の診療放射線技師
養成の教育に欠かせない１冊であると同時に，医療現場で線量測定に関わる診療放射線技師にも必携の書．さらには放射線治療に
関わる全スタッフにも大いに役立つ１冊． 

放射線治療物理学 第3版 
同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784830642272  

著編者名 西臺 武弘 発行年 2011 商品コード 1029052052 

診療放射線技師養成施設での定番教材として，さらに放射線治療現場に着任した技師のバイブルとして，圧倒的な定評を博するテキ
ストの改訂第3版．第2版刊行から6年の歳月を経て，先端放射線治療システムや4D-RTなど，この間の技術的進歩を十分に取り込ん
で内容を全面刷新．図版134点，表組91点，カラー写真4点，モノクロ写真64点． 

放射線医学物理学 第3版増補 
同時1アクセス（本体） ¥10,340 

同時3アクセス（本体） ¥15,510 

冊子版ISBN 9784830642289  

著編者名 西臺 武弘 発行年 2011 商品コード 1029052046 

放射線医学の進歩，それを支援する放射線医療技術学の進歩は目覚ましく，医療人として，その基礎となる放射線医学物理学を理解
することは重要である．本書では放射線の性質，放射線と物質との相互作用など，放射線医学物理学の基礎領域を中心に記述．診療
放射線技師養成校のカリキュラムに則った編集により大好評を博した本書第3版に，約70頁もの問題・解答集を添えた増補版．診療放
射線技師を目指す学生必携テキスト最新版． 

2019年1月 
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