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No.2018-225 

第1巻 気管支喘息 
著編者名 井上 博雅 冊子版ISBN 9784521745251 

同時1アクセス（本体） ¥26,620 発行年 2017 

同時3アクセス（本体） ¥39,930 商品コード 1025193966 

呼吸器内科医の日常診療にかかせない「気管支喘息」のすべてを網羅したスタンダードテキスト。検査・診断・評

価・発症予防・管理・治療・患者指導といった臨床面のみならず、治療方針を考えるために必要な病態生理からみ

た危険因子等について、図表を多用してわかりやすく解説。喘息・アレルギー疾患診療の第一線で活躍中の執筆

陣により、必要な知識が包括的にまとめられている。 

呼吸器疾患 診断治療アプローチ 

●呼吸器診療における主要疾患の臨床をサポートする実践書であるとともに，専門医のニーズに応える学術性をも備える． 
●診療ガイドラインをふまえたスタンダードのうえに，臨床現場からの新たな提言や最新のエビデンスの紹介など，先進性

を併せもつ幅広い情報を提供． 
●写真・イラスト・フローチャート・表を多用し，視覚的にも理解しやすい構成． 
●コラムやサイドノートなどの補足情報を充実させ，呼吸器病学の「面白さ」を伝える． 

呼吸器診療のスタンダードとアドバンスをきわめる!! 

第2巻 呼吸器感染症 
著編者名 藤田 次郎 冊子版ISBN 9784521745268 

同時1アクセス（本体） ¥26,620 発行年 2017 

同時3アクセス（本体） ¥39,930 商品コード 1025599613 

呼吸器感染症は日常診療で遭遇する頻度の高いコモンディジーズである。しかし超高齢社会での肺炎の増加、新興感染症や耐

性菌の出現、災害時の感染症対策など、現代の複雑かつ多様化した社会においては、その治療法は画一的でなく、個々の患者

の状況に合わせることが必要となっている。本書では呼吸器感染症診療の第一線で活躍する専門家が、診断・治療の実際につ

いてわかりやすく解説している。 

第3巻 肺癌 
著編者名 高橋 和久 冊子版ISBN 9784521745275 

同時1アクセス（本体） ¥26,620 発行年 2018 

同時3アクセス（本体） ¥39,930 商品コード 1027116549 

近年の肺癌の診断・治療については、driver mutationの発見とそれをターゲットとした薬物の開発による個別化医療が注目され、

めざましい進歩を遂げている。本書では薬物治療・内視鏡治療・放射線療法・手術療法・支持療法・先進医療のみならず緩和ケ

アや予防について、さらには治療の費用対効果についても言及。肺癌診療における最新情報を各分野の専門家がわかりやすく

解説している。 

シリーズの特色 

書名 著編者 冊子版刊行予定 

第４巻 間質性肺炎・肺線維症と類縁疾患 吾妻安良太（日本医科大学） 2018年刊行予定 

第５巻 COPD 吾妻安良太（日本医科大学） 2018年刊行予定 

◆続巻も冊子版刊行後に電子版随時発売予定！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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中山書店 呼吸器関連書 

レジデントのための呼吸器内科ポケットブック 

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 9784521734569  

著編者名 吉澤, 篤人 発行年 2012年 商品コード 1018235661 

救急・当直から検査、診断、治療、チーム医療まで、呼吸器内科の現場で必要な知識を解説したポケットブック。情報
に素早くアクセスできるよう、表やフローチャートを多数収録。 

呼吸器看護ポケットナビ （Pocket Navi） 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784521730363  

著編者名 吉澤, 篤人 発行年 2008年 商品コード 1025293999 

呼吸困難への対応や酸素投与量の調節など，生命の維持に重要な呼吸に関する基礎知識，呼吸器科病棟で知って
おくべき疾患やその代表的な治療，検査について簡潔に解説． 

呼吸器看護ケアマニュアル 

同時1アクセス(本体) ¥11,220 

同時3アクセス(本体) ¥16,830 

冊子版ISBN 9784521739809  

著編者名 石原, 英樹 発行年 2014年 商品コード 1025479757 

生命維持に必要な呼吸は，さまざまな器官と密接に関係しているため，その知識とケア技術は看護師に欠かせない．
そこで，本書では肺がん，COPDなど16の疾患・症状別の看護，開胸術やNPPVなど13の治療別看護に加え，呼吸器
の解剖やメカニズム，退院後を支える看護など，基礎知識から退院後まで見据えた看護を丁寧かつわかりやすく解説
している． 

書名 著編者 出版社 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 

EBM呼吸器疾患の治療 2016-2017 一ノ瀬 正和 中外医学社 2016 9784498130227 ¥29,040 ¥58,080 1025526244 

レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 
 ―ベストティーチャーに教わる全27章―第2版 

長尾 大志 日本医事新報社 2015 9784784943739 ¥9,900 ¥14,850 1025479770 

臨床医が知っておきたい呼吸器病理の見かたのコツ 
 ―病理像+X線・CTで一目でわかる!― 

河端 美則 羊土社 2015 9784758117784 ¥14,520 ¥29,040 1019748962 

呼吸器疾患 ―state of arts―Ver.6 
 （別冊・医学のあゆみ） 

北村 諭 医歯薬出版 2013 -  ¥39,600 ¥66,000 1018940802 

呼吸器外科手術書 
 = Illustrated thoracic surgery 改訂6版 

畠中 陸郎 金芳堂 2015 9784765316606 ¥101,200 ¥151,800 1020701369 

呼吸器カンファレンス 
 ―呼吸器疾患をどう考える?胸部X線写真をどう読む? : 
                   webで肺音を聴いてみませんか?― 

長坂 行雄 金芳堂 2015 9784765316262 ¥12,760 ¥19,140 1018600628 

呼吸器疾患最新の治療 2013-2015 貫和 敏博 南江堂 2013 9784524269938 ¥27,500 ¥41,250 1024920708 

特集知っておきたい呼吸器疾患のガイドライン 
 （画像診断 Vol. 32, No. 8） 

 - 
学研メディカル 

秀潤社 
2012 9784780900323 ¥7,920 ¥23,760 1016411801 

呼吸器疾患 第3版（新・病態生理できった内科学 2） 
できった 
編集委員会 

医学教育出版社 2013 9784871634618 ¥7,260 ¥10,890 1022252129 

呼吸器疾患 （完全病理学 各論第5巻） 堤 寛 学際企画 2007 9784906514588 ¥10,560 ¥15,840 1022527254 

ナースのための世界一わかりやすい呼吸器診断学 倉原 優 金芳堂 2016 9784765316927 ¥6,160 ¥9,240 1023746663 

その他 呼吸器関連書 
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