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№ タイトル 巻次 著編者 刊行年 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 

1 頭頸部再建外科：最近の進歩 改訂第2版 Ⅰ－１ 波利井 清紀 2002 9784771902442 ¥22,000  ¥33,000  1017923950 

2 四肢の形成外科：最近の進歩 改訂第2版 Ⅰ－２ 児島 忠雄 2005 9784771902978 ¥20,900  ¥31,350  1017923951 

3 創傷の治療：最近の進歩 改訂第2版 Ⅰ－３ 森口 隆彦 2005 9784771902879 ¥19,800  ¥29,700  1017923952 

4 皮弁移植法：最近の進歩 改訂第2版 Ⅰ－４ 鳥居 修平 2002 9784771902565 ¥20,900  ¥31,350  1017923953 

5 頭蓋顎顔面外科：最近の進歩 改訂第2版 Ⅰ－５ 平林 慎一 2008 9784771903319 ¥25,300  ¥37,950  1017923954 

6 骨移植：最近の進歩 Ⅰ－６ 秦 維郎 1995 9784771901605 ¥19,800  ¥29,700  1017923955 

7 口唇裂・口蓋裂の治療：最近の進歩 Ⅰ－７ 上石 弘 1995 9784771901612 ¥22,000  ¥33,000  1017923956 

8 画像診断と手術シミュレーション：最近の進歩 Ⅰ－８ 中島 龍夫 1995 9784771901698 ¥35,200  ¥52,800  1017923957 

9 マイクロサージャリー：最近の進歩 Ⅰ－９ 原科 孝雄 1996 9784771901742 ¥29,700  ¥44,550  1017923958 

10 腫瘍切除後の再建外科：最近の進歩 Ⅰ－１０ 田井 良明 1996 9784771901759 ¥17,600  ¥26,400  1017923959 

11 Tissue expansion法：最近の進歩 Ⅱ－１ 大浦 武彦 1996 9784771901780 ¥15,950  ¥23,925  1017923960 

12 レーザー治療：最近の進歩 改訂第2版 Ⅱ－２ 谷野 隆三郎 2004 9784771902749 ¥22,000  ¥33,000  1017923961 

13 内視鏡下手術：最近の進歩 Ⅱ－３ 丸山 優 1998 9784771901940 ¥20,350  ¥30,525  1017923962 

14 美容外科：最近の進歩 改訂第2版 Ⅱ－４ 大森 喜太郎 2005 9784771902824 ¥23,100  ¥34,650  1017923963 

15 乳房・乳頭の再建と整容：最近の進歩 改訂第2版 Ⅱ－５ 矢野 健二 2010 9784771903661 ¥24,200  ¥36,300  1017923964 

16 
各種局所皮弁による顔面の再建：最近の
進歩 改訂第2版 

Ⅱ－６ 田原 真也 2009 9784771903623 ¥22,000  ¥33,000  1017923965 

17 
殿部・会陰部の再建と褥瘡の治療：最近の
進歩 改訂第2版 

Ⅱ－７ 野崎 幹弘 2009 9784771903463 ¥22,000  ¥33,000  1017923966 

18 Facial Rejuvenation：最近の進歩 Ⅱ－８ 谷野 隆三郎 2001 9784771902336 ¥16,500  ¥24,750  1017923967 

19 骨延長術：最近の進歩 Ⅱ－９ 杉原 平樹 2002 9784771902503 ¥20,900  ¥31,350  1017923968 

20 熱傷の治療：最近の進歩 Ⅱ－１０ 百束 比古 2003 9784771902640 ¥22,000  ¥33,000  1017923969 
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【形成外科・皮膚科関連リスト】 
書名 著編者 出版社 発行年 ISBN/ISSN 

同時 
１アクセス 

同時 ３ア
クセス 

商品コード 

ただいま乳房再建中 
―乳がん治療のもう一つの選択肢― 

川野, すみれ 学研メディカル秀潤社 2009 9784051530211 ¥9,429 ¥28,287 1011607123 

創傷治癒の臨床 ―治りにくいキズのマネージメント― 市岡, 滋 金芳堂 2009 9784765313919 ¥8,800 ¥13,200 1011618790 

頭蓋顎顔面外科 ―術式選択とその実際― 上石, 弘 医学書院 2008 9784260006026 ¥64,020 - 1011667868 

多血小板血漿「PRP」療法入門 
―キズ・潰瘍治療からしわの美容治療まで― 

楠本, 健司 全日本病院出版会 2010 9784881170496 ¥16,830 ¥25,245 1013955352 

目で見る口唇裂手術 中島, 龍夫 全日本病院出版会 2010 9784881170502 ¥16,830 ¥25,245 1013955363 

あなたも名医!よく診る皮膚症状20・皮膚疾患60 
―押さえておきたい最低限の見わけと診療指針― 
（jmedmook 34） 

土田, 哲也 日本医事新報社 
 
2014 

 
9784784964345 

¥7,700 ¥11,550 
 
1016906770 

診療所で診る皮膚疾患 中村, 健一 日本医事新報社 2011 9784784951888 ¥16,500 ¥24,750 1025479788 

カラーアトラス疣贅治療考 
―いぼ/コンジローマ/みずいぼ― 

江川, 清文 医歯薬出版 2005 9784263205693 ¥42,900 ¥71,500 1012788920 

ダーモスコピー超簡単ガイド （ViDミニ 4） 田中, 勝 学研メディカル秀潤社 2010 9784780908039 ¥15,719 ¥47,157 1012909837 

■みき先生の皮膚病理診断ABC ３冊セット - 学研メディカル秀潤社 - - ¥126,241 ¥378,724 1012909841 

表皮系病変 （みき先生の皮膚病理診断ABC 1） 泉, 美貴 学研メディカル秀潤社 2006 9784879623409 ¥40,859 ¥122,578 1012909838 

付属器系病変 （みき先生の皮膚病理診断ABC 2） 泉, 美貴 学研メディカル秀潤社 2010 9784879623508 ¥44,522 ¥133,567 1012909839 

メラノサイト系病変 改訂第4版 
（みき先生の皮膚病理診断ABC 3） 

泉, 美貴 学研メディカル秀潤社 2009 9784879623805 ¥40,859 ¥122,578 1012909840 

爪疾患カラーアトラス 西山, 茂夫 南江堂 1993 9784524266791 ¥40,150 ¥60,170 1013688036 

部位別皮膚病カラーアトラス ―診断と治療― 西山, 茂夫 南江堂 1996 9784524202393 ¥68,750 ¥103,180 1013688037 

根本から治すアトピー、アレルギー 増補改訂版 甲田, 光雄 せせらぎ出版 1994 9784915655524 ¥3,416 ¥5,124 1013734290 

腋臭症・多汗症治療実践マニュアル 細川, 亙 全日本病院出版会 2012 9784881170625 ¥20,196 ¥30,294 1013955365 

■瘢痕・ケロイド治療ジャーナル No1～No6セット - 全日本病院出版会 - - ¥56,925 ¥102,465 1013955366 

ケロイドに対する術後電子線治療の現状と今後の課題 
（瘢痕・ケロイド治療ジャーナル no. 1） 

瘢痕・ケロイド
治療研究会 

全日本病院出版会 2007 9784881179260 ¥12,342 ¥18,513 1013955367 

瘢痕・ケロイドに対する新しい治療の可能性 ; ケロイド 
の分類 （瘢痕・ケロイド治療ジャーナル no. 2） 

瘢痕・ケロイド 
治療研究会 

全日本病院出版会 2008 9784881179277 ¥13,464 ¥20,196 1013955368 

ケロイドの分類 （瘢痕・ケロイド治療ジャーナル no. 3） 
瘢痕・ケロイド 
治療研究会 

全日本病院出版会 2009 9784881179284 ¥12,342 ¥18,513 1013955369 

傷跡はどこまでなおせるか ; 臓器別線維化疾患の治療 
戦略 （瘢痕・ケロイド治療ジャーナル no. 4） 

瘢痕・ケロイド 
治療研究会 

全日本病院出版会 2010 9784881179291 ¥13,464 ¥20,196 1013955370 

ケロイドと肥厚性瘢痕の分類と評価 
―瘢痕・ケロイド治療研究会の試み― 
（瘢痕・ケロイド治療ジャーナル no. 5） 

瘢痕・ケロイド 
治療研究会 

全日本病院出版会 
 
2011 

 
9784881179307 

¥13,464 ¥20,196 
 
1013955371 

ケロイド・肥厚性瘢痕分類・評価表2011 
―JSW Scar Scale 2011― 
（瘢痕・ケロイド治療ジャーナル no. 6） 

瘢痕・ケロイド 
治療研究会 

全日本病院出版会 
 
2012 

 
9784881179314 

¥12,342 ¥18,513 
 
1013955372 

炎症性病変 
（みき先生とゆう子先生の皮膚病理診断ABC 4） 

泉, 美貴 学研メディカル秀潤社 2013 9784780908206 ¥44,522 ¥133,567 1013999924 

あれだ!即答トレーニング皮膚病理診断 
―SNAP DIAGNOSIS― 

常深, 祐一郎 学研メディカル秀潤社 2013 9784780908640 ¥22,000 ¥66,000 1013999925 

スキルアップ皮膚レーザー治療 川田, 暁 中外医学社 2011 9784498063549 ¥33,000 ¥66,000 1016376706 

ここがツボ!患者に伝える皮膚外用剤の使い方 改訂2版 段野, 貴一郎 金芳堂 2013 9784765315692 ¥7,480 ¥11,220 1016411921 

虫と皮膚炎 
-皮膚炎をおこす虫とその生態/臨床像・治療・対策- 

夏 秋 優 学研メディカル秀潤社 2013 9784780908688 ¥66,000 ¥198,000 1016432695 

皮膚病診療 【2011年】 - 協和企画 - - ¥93,500 ¥132,000 1015175352 

皮膚病診療 【2012年】 - 協和企画 - - ¥93,500 ¥132,000 1015175353 

皮膚病診療 【2013年】 - 協和企画 - - ¥93,500 ¥132,000 1015175354 

皮膚病診療 【2014年】 - 協和企画 - - ¥93,500 ¥132,000 1017463955 
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